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第 1部

肺がん関係



1 はじめに

石綿による疾病の認定に関する検討は、前回、石綿による健康被害の問題が大き

な社会的問題となり、多くの国民が不安を抱え、新たな救済制度を早急に創設する

必要があるという社会情勢の中で、平成 17年 11月に急逮検討会が立ち上げられ、

肺がんを含めた石綿に関連する疾病全般について行われ、平成 18年 2月に報告書

(1) (以下「平成 18年報告書Jという。)として取りまとめられた。

前回の検討では、厚生労働省と環境省合同の事務局の下、石綿関連工場周辺での

環境ぱく露による健康障害の救済に関する事項に主眼が置かれ、また、時間的な制

約もあり、肺がんの労災認定基準については、ヘノレシンキ国際会議のコンセンサス

レポート(1997)(以下「ヘルシンキ・クライテリア」という。)等を参考にしつつ、

基本的な考え方を整理したものであった。

その後、ヘルシンキ・クライテりアの内容に批判的なもの (Gibbsら，200i均、

Attanoos， 2008(3))も含め、多くの医学文献が報告されている状況を踏まえ、今回、

石綿による肺がんに関する重要な知見を収集し、様々な観点から検討した結果、以

下のように取りまとめたのでここに報告する。

2 石綿ばく露と肺がん発症との因果関係

肺がんについては、石綿に特異的な疾患である中皮腫と異なり、様々な要因があ

ることが知られている。中でも喫煙は、肺がんの最大要因であり、世界保健機関

(WHO)の「世界がん報告 WORLD CANCER REPORT (2003) Jは伸、男性の肺がん

の 80%以上は喫煙によって発症すると述べている。 r世界がん報告 WORLD

CANCER REPORT (2008) Jでも伸、肺がんの 80%以上は喫煙で説明できるが、先進

国での 5~ 10%は職業因子であり、なかでも石綿と燃焼時に発生するヒューム

(combustion fumes)が重要であると述べている。 A1bergら(2003)はへアメリカの男

性肺がんの 90%は能動喫煙であり、職場の発がん物質へのばく露はおよそ 9~

15%であると述べている。肺がんの発生要因における石綿の割合について、定まっ

た見解はないものの、喫煙に次いで石綿が多いと思われている。 Albinら(1999)は

へヨーロッパの肺がんの 10~ 20%が石綿によるものと推測している。他方、

Damtonら(2006)は{旬、イギリスの 1980~ 2000 年の男性肺がんの 2~3%が石綿関

連であろうと推測している。

また、数多くの信頼できる疫学調査から、肺がんの相対リスクと石綿への累積ば

く露量との聞には、累積ばく露量が増えれば発症リスクが上がるという量反応関

係があるととも明らかにされており、これらの知見を否定する有力な見解は見当た

らない。

3 肺がん発症の原因が石綿ばく露とみなす考え方



平成 18年報告書は、寄与危険度割合の考え方に基づき、イギリス雇用年金省の

機関である IIAC(労働傷害諮問会)の見解等を踏まえつつ、石綿のばく露による肺

がんの発症リスク(相対リスク)が 2倍以上ある場合に、石綿に起因するものとみな

す考え方を採用している。

IIACの報告書「石綿関連疾患(2005)J は(9)、2倍のリスクについて以下のように

述べている。

“疾患は職業によって起こるものとは限らず、職業を原因として発生した場合

に、職場において危険要因にばく露されていない人に発現したものと区別できない

疾患もある。このような場合、蓋然性の均衡(balanceof the probability)に基づき、

その原因を職業であると判断できるかどうかは、疫学的な証拠が、特定の職業にお

ける作業や特定の職業ぱく露を伴う作業によって、その疾患の発現リスクが 2倍以

上になっていることを示しているかどうかで決まる。非ばく露群において通常起こ

りうる 50の症例に対し、危険要因へのばく露からのリスクが 2倍になるとすれ

ば、その人口群が危険要因にばく露された場合、さらに 50の症例が発生するとい

う事実に基づくものである。すなわち、ばく露群において発生した 100のすべての

事例中、 50は危険要因へのばく露の影響として起こったものであり、残りの 50は

ばく露がなくてもその疾患を発現したと考えられることになる。したがって、ばく

露群において発生した個々の事例では、危険要因へのばく露によって疾息が発現し

た可能性が 50%、ぱく露に遭わなくても発現した可能性が 50%ということにな

る。"

今回、最新の文献や諸外国の動向を精査したが、肺がん発症の原因が石綿ばく露

によるものとする考え方として、肺がんの発症リスク 2倍を基準とする考え方に否

定的な見解を示す文献や、それ以外の考え方を明確に取り入れている国はみられな

かった。

そのため、石綿のばく露による肺がんの発症リスク(相対リスク)が 2倍以上ある

場合に石綿に起因するものとみなす考え方については、今後も維持することが妥当

であると考える。

4 肺がん発症原因を石綿ばく露とするための累積ばく露量

平成 18年報告書は、肺がんの発症リスクが 2倍となる累積石綿ばく露量につい

て、 Hendersonらの報告に基づき、石綿繊維 25-100本Imlx年の累積石綿ばく露量

がこれに相当し、その最小値である 25本Imlx年とするのが妥当であるとしてい

る。

今回、発症リスクが 2倍になる累積石綿ばく露量について、最近の文献を改めて

精査したところ、オーストラリア職業医学会 (Australian Faculty of Occupational 

Medicine)の職業がん作業部会(2003)1';):(川、石綿の種類によって発症リスクが 2倍
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になる累積ばく露量は異なるとして、角閃石族石綿のみのばく露の場合は 2!本1m!

×年、クリソタイルのみのばく露の場合は 43本1m!X年、角閃石族石綿とクリソタ

イノレの混合ぱく露の場合は 2!本1m!X年と報告している。

また、ヘルシンキ・クライテリアのまとめに参加していた Hendersonら(20!1) 

の最新の著書では{川、相対リスクが 2倍となる累積ばく露量として、角閃石族石綿

(クロシドライト及びアモサイト)のみのばく露の場合は 20本1m!X年、石綿紡織

業の場合は 25本1m!X年、クリソタイノレのみのばく露の場合(とりわけカナダのク

リソタイル鉱山採石及び粉砕作業と摩擦材製造作業)は 200本1m!X年、角閃石族

石綿とクリソタイノレのエンド・ユーザーの混合ばく露の場合は 25本1m!X年以上を

へノレシンキ・クライテリアの修正案として提案している。

英国政府主任科学顧問会議(GovemmentChief Scientific Adviser meeting)でも〈へ

角閃石族石綿とクリソタイノレでは、中皮腫ほどではないとしても、肺がんの発症リ

スクに差があると報告している。

しかしながら、諸外国においては、肺がんの発症リスクを判断するに当たり、石

綿の種類ごとに区分して発症リスクが 2倍となる累積ばく露量の基準を個別に設定

している国は見当たらない。その理由は、角閃石族石綿とクリソタイルの混合ばく

露があるために、この場合には従事した作業からばく露した石綿の種類を特定する

ことが困難であるという事情によるものと考えられる。日本においてもそのような

事情は悶様であることや、クリソタイルのみのばく露については、発症リスクが 2

倍になる累積ばく露量に関する見解に大きな幅があることから、現時点において

は、これまでと同様に、角閃石族石綿とクリソタイルを区別することなく、 25本

1m! X年を肺がんの発症リスクが 2倍になる累積ばく露量とみなすのが妥当であ

る。

なお、累積石綿ばく露量が 4本/加'm!X年の肺がんの発症リスクは1.9卯0であつたと

する Gωus託ta肝vs岱叩sωO∞nら(20∞02幻)の論文lは土j:(1υ1へ3
(附M同へ}、 この種の疫学調査(症例対照研究)では、ばく露濃度の推定について、特に

低濃度ばく露の場合には固有の大きな精度上の問題があることを指摘している。実

際、この症例対照研究の個人ばく露の推定方法は、 4段階のばく露レベルに分類

し、職種からばく露の蓋然性を 0.20，0.50， 0.85としてばく露期間に当時の職場の環

境測定濃度を乗じて繊維×年を計算しているものであり、 Hodgsonら(2000)(15)、

Bermanら(2008)(同治宝レビューし、評価しているコホート調査での個人推定ばく露

量(繊維1m!X年)とは異なるものであり、同列に評価をすることはできない。

5 発症リスクが 2倍になるばく露量に相当する指標

肺がんの発症Dスクが 2倍になる石綿累積ぱく露量に相当する指標としては、石

綿肺所見、胸膜プラーク所見、肺内石綿繊維数、石綿作業ばく露従事期聞が想定さ
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れ、それぞれ次のように考えられる。

(1) 石綿肺所見の指標

平成 18年報告書は、 Rogg1iらの報告、 Wilkinsonの報告及び日:本の石綿肺認定

患者を対象とした疫学調査の結果に基づく報告から、石綿ぱく露作業従事歴のあ

る者の石綿肺(じん肺法上の第 l型以上)は、肺がん発症リスクを 2倍以上に高め

る所見であるとしている。

最新の文献の検証においても、 Hendersonら(201])は(川、石綿肺は重症度に応

じて肺がん発症リスクを 2-5倍以上上昇させるとしており、他方、当該考え方を

否定するような知見は得られていないことから、石綿ばく露作業従事歴のある者

の石綿肺(じん肺法上の第 l型以上)は、肺がん発症リスクを 2倍以上に高める所

見であるとする考え方は、今後においても維持するのが妥当である。

(2) 胸膜プラーク所見の指標

限局性胸膜肥厚あるいは胸膜肥厚斑は、多くは石綿ばく露によって発生するも

のであるが、結核性胸膜炎、胸壁結核、外傷等によって生じることもある。この

ため、平成 18年報告書では、限局性胸膜肥厚あるいは胸膜肥厚斑のうち、石綿

によるものについてのみ、胸膜プラークの呼称を用いている。

平成 18年報告書では、胸膜プラークは低濃度のばく露でも発生するとし、画

像上の胸膜プラークがある人の肺がんの発症リスクは、これまでの疫学調査では

1.3倍-3.7倍と幅があり、調査対象集団が最も大きい Hillerdalのコホート調査の

結果では、胸部エックス線写真で石綿肺はないが胸膜プラークがある場合の肺が

んの発症リスクは1.4倍であったことから、胸膜プラ}クが認められることのみ

をもって、肺がん発症リスクが 2傍になる石綿ばく露があったとはいえないとし

ている。

今回、胸膜プラークと石綿ばく露量との関係についての研究報告を検証したと

ころ、庚島、由佐ら (201]){Iηが行った胸膜プラークと石綿小体濃度の関係、につい

ての症例研究においては、胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断で

きる明らかな陰影が認められた事例(161例中 32例)については、その 87%(28

例)が石綿小体数三000本以上であったと報告している。また、左右いずれか一

側の胸部 CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、胸膜

プラークの範囲が胸壁内側の 114以上の事例(168例中 55例)については、その

73%(40例)が石綿小体数 5，000本以上であったと報告している。

また、 Parisら(2009)は{叫、過去に石綿ばく露作業に従事した者 5，545人を対象

に HRCTで胸膜プラークを調べた結果、胸膜プラーク有所見率とばく露開始か

らの期間及び胸膜プラーク有所見率と石綿累積ばく露量との間にそれぞれ個別に
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相関関係が認められたと報告している。

これらの結果は、画像上の胸膜プラークの所見やその範囲と石綿ばく露量との

聞の相関関係の存在を示している。本検討会は、最近の胸部 CTを用いたこれら

の調査結果を重視して、以下の①又は②の要件を満たすものは、肺がん発症リス

クが 2倍になる石綿ばく露があったものとみなして差し支えないものと考える。

① 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認

められ、かっ、 CT画像によって当該陰影が胸膜プラークとして確認されるも

の

② 胸部 CT画像で胸膜プラークを認め、左右いずれかー側の胸部 CT画像上、、

胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の

1/4以上のもの

この「胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰

影」とは、廃島、由佐らの症例研究における読影基準をそのまま採用し、次の

(7)又は(イ)のいずれかの場合をいうものとする。

(7) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状ないし斑状の石灰化陰影が認められ、

肋横角の消失を伴わないこと

(イ) 両側側胸壁の第 6--..: 10肋骨内側に、石灰化又は非石灰化、非対称性の限局

性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないこと

(7)及び(イ)に係る画像例等、胸部画像の撮影条件及び胸膜プラークの読影に関

しては、本報告書肺がん関係の末尾に添付した rW胸膜プラークと判断できる明

らかな陰影』に係る画像例及び読影における留意点等」を参照のこと。

なお、労災補償の対象と判断するためには、労働者としての石綿ばく露作業従

事歴が l年以上あるとの要件を付加すべきである。この場合、石綿ばく露作業従

事年数が l年に満たないときは、職業ばく露以外の要因についても検討が必要で

ある。

(3) 肺内石綿繊維数等の指標

ヘルシンキ・クライテリアは、肺がんの発症リスクを 2倍にする所見として、

① 乾燥肺重量 Ig当たりの石綿小体 5，000-15，000本

② 気管支肺胞洗浄液(BALF)1ml中の石綿小体 5-15本

③ 乾燥肺重量 Ig当たりの角閃石族石綿繊維 200万本(5μm超)又は 500万本

(Iμm超)

を示している。

平成 18年報告書は、石綿小体数について、ヘルシンキ・クライテリアの乾燥

肺重量 Ig当たり 5，000本から 15，000本までという幅のある値のうち最少本数を

採用し、乾燥肺重量 Ig当たり 5，000本以上、気管支肺胞洗浄液中 5本以上が妥



当であるとしている。また、石綿繊維数については、へノレシンキ・クライテリア

の数値をそのまま全ての石綿繊維に採用し、実際の繊維数の評価に際しては、繊

維の種類別かつ繊維長別(5μm超、 lμm超)の全ての石綿繊維の計測値を採用し

てきた。

ヘルシンキ・クライテリアでは、クリソタイル繊維についてはクリアランス率

が高いため、角閃石族石綿繊維と同じように肺内に蓄積することはないとして、

上記③の繊維数は、角閃石族石綿についてのみ適用するものとされ、また、石綿

小体数については、角閃石族石綿とクリソタイノレを区別するものではないが、ク

リソタイノレについては、石綿小体を形成しにくい性質を有するとされている。た

だし、 1997年のヘルシンキ国際会議抄録集(Tossavainen，1997(問)では、これまで

に繊維計測を行った調査をレビューした結果、一般住民にもクリソタイルが一定

量検出されていることから、肺がんの発症リスクを 2倍にする肺組織内の停留繊

維数は、乾燥肺重量 Ig当たり 200万本(5μm超)の角閃石族石綿繊維又は 500万

本(]μm超)の石綿繊維(注:角閃石族石綿繊維ではない)と述べている。

こうした中、肺内の石綿繊維数や石綿小体数を指標とする要件に関して、平成

18年報告書は、角閃石族石綿とクリソタイルを特段区別していない。

今回、改めて角閃石族石綿とクリソタイルは区別して取り扱うべきであるかを

検討した。

まず、クリソタイルのクリアランスの程度に関しては、それを定量的に解析し

た文献は見当たらない。それは、特殊な条件を満たす事例、すなわちクリソタイ

ルと角閃石族石綿に同時にばく露しており、かっ、クリソタイルと角閃石族石綿

の量比がわかっている事例においてじかこれを行うことはできないためである

が、この条件を満たす世界的にも数少ない調査研究(Kohyamaら， 1991附)に基づ

き試算した結果、ばく露から 40年で肺内クリソタイノレは 112~ 115に減少するこ

ととなる。

他方、クリソタイルの肺がん発症リスクは、角閃石族石綿と比較して低いとす

る報告が多数なされ、 Hodgsonら(2000)聞は 1110~ 1150であるとし、 Bennanら

(2008)附は 116~ 1160であるとし、英国政府主任科学顧問会議(201])(叫では 1110

程度であるとしている。これらの報告を踏まえると、クリソタイルの肺がん発症

リスクは、角閃石族石綿と比べて 1110以下の低いものと考えられる。そうする

と、クリソタイルにつドては、クリアランスの影響が最大に現れたとしても、肺

がん発症リスクの低さを考慮すれば、角閃石族石綿以上の肺内石綿繊維数がなけ

れば発症リスク 2倍のぼく露量に至らないという結果が導き出されることとな

る。

これらを総合的に勘案し、クリソタイノレについて角閃石族石綿と同じ基準で評

価する現行の労災認定基準は、石綿ばく露労働者の幅広い救済という観点を考慮
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しているものであると判断する。

ただし、石綿小体は、肺の各葉での分布が具なる可能性やクリソタイル繊維で

は形成されにくいという特性、さらには石綿小体数計測の方法等を考慮する必要

があることから、これまでと同様、石綿小体数が 5，000本未満であることをもっ

て直ちに業務外とせず、職業ばく露が疑われるレベルである乾燥肺重量 Ig当た

り 1，000本以上ある事案については、本省の検討会で個別に審査する方法を継続

するのが妥当である。

なお、上記(2)と同様に、労災補償の対象と判断するためには、労働者としての

石綿ばく露作業従事歴が l年以上あるとの要件を付加すべきである。この場合、

石綿ばく露作業従事年数が l年に満たないときは、職業ばく露以外の要因につい

ても検討が必要である。

また、石綿小体数の基準としている値は、標準的な方法により計測された結果

を前提とするものであり、日本では、独立行政法人労働者健康福祉機構、同環境

再生保全機構が発行する「石綿小体計測マニュアル(第 2版)J 削に示された方法

がこれに当たることから、それ以外の方法により計測されたものについては、改

めてマニュアルに示された方法に基づいて計測をし直すことにより認定の公平性

が確保されると考える。

(4) 石綿ばく露作業従事期間の指標

石綿ぱく露作業従事期間のみで肺がん発症リスク 2倍と判断するためには、 ド

イツの BK-Report112007 (2007) (却で示されているように、年代別の作業ごとのば

く露濃度のデータが必要となるが;日本にはそのようなデータが存在せず、ま

た、 ドイツとは作業年代及び作業方法や作業環境等が全く同じとは限らないこと

から、ドイツのデータをそのまま採用することはできない。このため、平成 18

年報告書では従事期間のみの基準の設定は見送られたものである。

今回、平成 18年 2月 9日から平成 22年 11月 30日までに決定した石綿による

肺がんの全事案 3，030件のデータを収集・分析し、石綿ばく露作業従事期間のみ

で肺がん発症リスク 2倍となる基準が設定できるかを検討した。

収集したデータのうち、石綿小体計測が行われた事例について、労働者が従事

していた作業の種類ごとに分類の上、各事例の石綿小体数が 5，000本に到達する

期間引を推定して比較したところ、 「石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品製造作

業Jの従事者 9例のうち 8例が 5，000本到達期間 4.13年以下、 「石綿セメント又

はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメン

ト製品の製造工程における作業Jの従事者 6例のうち 5例が 5，000本到達期間

3.44年以下、 「石綿の吹付け作業」の従事者 9例はすべてが久000本到達期間

7.34年以下であり、そのうち 8例は 3.13年以下という結果を得た。

同 7-



この結果から、以上の 3つの作業に従事した者については、その期聞が 5年程

度あることが確実である場合には、発症リスクが 2倍以上となる石綿ばく露があ

ったものとみなすことに合理性があると考える。

一方、それ以外のl作業の従事者については、石綿小体数が 5，000本に到達する

期間に大きな差が認められ、作業内容や従事頻度により累積ばく露量が大きく異

なることが改めて示唆されており、石綿ばく露作業従事期間によって累積ばく露

量を推定することは、現在までに日本で得られた知見からは適当ではない。

上記の 3作業以外については、さらに事例が集積された時点で、再検証の必要

があると考える。

ところで、従事期間の要件のみにより認定する場合、その従事時期が問題とな

る。このため、イギリスでは、 1975年以前の時期であれば 5年以上の従事期間

を要件としているが、 1975年以降の時期であれば 10年以上の従事期間としてい

る(DWP，2005円。また、ベルギーでは、 1985年以前の時期に従事した場合に限

り 10年以上の従事期間という要件としている (FMP，2004(23))。また、ドイツで

は、一部の作業では石綿ばく露濃度が年代別に示され、従事時期別にそれが当て

はめられて累積ばく露量が算出されている (BK-Report112007， 2007問)。石綿紡織

製造作業の石綿濃度 (90バーセンタイル値引)は、 1980年にはピーク時の約

1126、1990年には同じく 11111に、石綿セメント製品製造作業では、 1980年には

ピーク時の約 11181、1990年には同じく 11666に、一般的な建築作業(閉めきった

空間での穴あけ、切断など)では、 1980年にはピーク時の約 111.7、1990年には

同じく 1/75に低下するデータを示し、これに基づき評価している。

日本がドイツのデータと同様の状況ではないにしても、石綿に対する規制が逐

次強化されてきた中で、原料としての石綿や石綿含有製品を取り扱う職場におけ

る作業環境の改善も図られてきており、石綿吹付け作業が行われていた昭和 50

年以前の時期における石綿ばく露と、最近の時期における石綿ばく露とを従事期

聞が同じということだけで同様に評価することは、著しく合理性を欠くものと言

わざるを得ない。

また、今後は石綿濃度が低下している時期に作業に従事した事案が増加してく

ることを踏まえ、従事時期によって石綿ばく露の評価を変える手法を採用するこ

とは必要なことと考える。

日本においては、昭和 46(1971)年に旧特定化学物質等障害予防規則におい

て、屋内作業での局所排気装置の設置が義務付けられ、その性能を担保する要件

として、抑制濃度を 5繊維Icm
3 とすることとされたほか、昭和 50(1975)年に石

綿吹付け作業が原則禁止され、昭和 63(1988)年には作業場内のほとんどの場所

で石綿粉じん濃度の基準値である管理濃度を 2繊維Icm
3 以下とすることとされ

た。また、平成元(1989)年には大気汚染防止法の改正で石綿が特定粉じんに定め
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られ、境界敷地領域での石綿濃度が 10繊維ILに規制された。実際、 Higashiら

(1994ベ 2001(明)は、日本石綿協会加盟 110社の石綿製品製造工場における職場

大気中の石綿の作業環境測定濃度の幾何平均値は、幾つかの石綿紡織事業場を除

くと、平成 4(1992)年以降全ての事業場で l繊維/cm'を下回り、これは個人ばく

露での 0.3繊維/cm'以下に相当すると報告している。

さらに、平成 7(1995)年にはクロシドライト及び一部の石綿含有建材に使われ

ていたアモサイトの製造・使用等が禁止されたほか、保護具、作業衣等の着用が

義務化される等、規制が強化された。

石綿の使用状況としては、日本の石綿の輸入量がピーク時の約半分になったの

が平成 8(1996)年であり、また、この頃には、石綿含有建材に使用される石綿の

量がピーク時の少なくとも半分以下に低下している。

これらの状況を考慮すれば、遅くとも平成 8年以降の石綿ばく露作業従事期間

については、原則としてそれ以前の時期における従事期間の半分として評価して

従事期間を算定することが妥当である。

ただし、従事期間を半分で評価した結果、 5年の年数に達しない事案について

は、慎重を期するため、当分の問、本省で確認するのが望ましい。

※ l 各事案について石綿小体計測数を当該作業の従事年数で割った単位年当た

りの石綿小体数から算出。例:石綿小体計測数 10，000木、作業従事年数 20

年の場合、単位年当たり石綿小体数は 10，000本/20年で 500本、したがっ

て、 5，000本到達年数は 10年となる。

※2 測定値のうちの小さい方から数えて 90%に当たる値。

(5) 胸膜プラーク+石綿ばく露作業従事期間 10年の指標

前述のとおり、平成 18年報告書は、胸膜プラークがあることだけで、肺がん

の発症リスクが 2倍になる石綿ぱく露があったとはいえないとしている。

他方、石綿ばく露作業従事期間については、概ね 10年以上のばく露期聞があ

ったとしても、石綿作業の内容、頻度、程度によっては必ずしも肺がんの発症リ

スク 2倍を満たすとは限らないことから、おおむね 10年以上の石綿ばく露期間

のみをもって判断指標とするのではなく、肺がんの発症リスク 2倍を満たす要件

としては、胸膜プラーク等の医学的所見と併せて評価することが必要であるとし

ている。

現在の認定基準は、この平成 18年報告書と昭和 53年から続く運用※を踏ま

え、医学的所見と石綿ばく露作業従事期間を組み合わせて設けられている。

今回、この要件の今目的な妥当性を検証するため、平成 18年 2月 9日から平

成 22年 11月 30日までに決定した石綿による肺がん事案 3，030件のうち、 「胸
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膜プラーク+石綿ばく露作業従事期間 10年以上」の要件を満たし、かつ、石綿

小体数が明らかになっている 130件を分析したところ、石綿小体数 5，000本以上

のものが 94件(72.3%)、 5，000本未満のものが 36件(27.7%)という結果を得た。

したがって、この要件は、概ね肺がんのリスクを 2倍に高める累積石綿ばく露

量の指標として、現時点では一定の評価ができるものと考える。

しかしながら、先に石綿ばく露作業従事期間の指標のところでも述べたよう

に、日本においても作業環境における石綿濃度は明らかに低下しており、今後は

石綿濃度が低下している時期に作業に従事した事案が増加してくることを考えれ

ば、 「胸膜プラーク+石綿ばく露作業従事期間 10年以上Jの要件における従事

期間についても、従事時期によって石綿ばく露の評価を変える手法を同様に採用

すべきである。したがって、平成 8年以降の石綿製品製造作業従事者の石綿ぱく

露作業従事期間については、原則としてそれ以前の時期における従事期間の半分

として評価し算定することが妥当と思われる。この場合においても、従事期間を

半分で評価した結果、 10年の年数に達しない事案については、慎重を期するた

め、当分の問、本省で確認するのが望ましい。

ただし、古い建築物の解体作業や配管断熱材の除去作業、また、古い船舶の修

理作業については、石綿製品の製造や使用が全面的に禁止された現在でも行われ

ていることを考慮すると、当面は現行の取扱いを存続することが望まれる。

また、石綿製品製造作業、古い建築物の解体作業や配管断熱材の除去作業、船

自自の修理作業以外の作業については、平成 7年に石綿製品の切断等の作業につい

ても保護具、作業衣等の使用が義務化されたこと、平成 16年 10月には建材等へ

の石綿(クリソタイル)の使用が禁止されたこと、平成 17年 7月石綿障害予防

規則の施行によりばく露防止措置が強化されたこと等の状況も踏まえ、平成 17

年以降における作業期間は、当面の間現行の取扱いを存続するが、そのぼく露状

況等を検証し、今後の参考とすることが必要である。

なお、 「胸膜プラーク+石綿ばく露作業従事期間 10年以上」の要件における

胸膜プラークについては、これまで胸部 CT等の画像では確認されないが、手術

時等において肉眼で確認されたものも含むものとされているところ、康島、由佐

ら(2011)の報告では問、左右いずれかー側の胸部 CT画像上、胸膜プラークが最

も広範囲に描出されたスライスで、胸膜プラークの範囲が胸壁内側の 114以上に

認められたものは、ほとんどの例で石綿小体が 1，000本/g(乾燥肺重量)以上(中央

値は 5，626本/g(乾燥肺重量))であったのに対し、肉眼的に胸膜プラークが確認さ

れた 61例のうち 25例では胸部 CT画像で胸膜プラークを検出できず、それらの

石綿小体の中央値は 612本/g(乾燥肺重量)であったことから、今後、肉眼的にし

か見えない胸膜プラークと画像で認められる胸膜プラークを同一に扱うべきかど

うかについてもさらに検討する必要があると考える。
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※ 日本で最初に石綿による肺がんの認定基準を検討したのは、昭和 51年 6月

に設置された「石綿による健康障害に関する専門家会議(座長国立療養所近畿

中央病院長(当時)瀬良好澄氏)Jであり、そこでの検討結果がとりまとめられ

た報告書。η(以下「昭和 53年報告書」という)をもとに、昭和 53年 10月 23日

「石綿ばく露作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定についてJ(基

発第 584号)が示された。

昭和 53年報告書は、当時の石綿ばく露産業別の疫学調査(当然 1977年以前

のもの)をレピューし、潜伏期間、量 反応関係、喫煙との関係、石綿の種類

別と肺がん発生についても検討を行った。対象とした石綿産業は、①石綿紡織

産業、②断熱作業、③石綿鉱石採掘作業、④石綿製品製造作業、⑤ブレーキラ

イニング製造作業である。そのまとめでは「最近の疫学調査から、石綿ばく露

量が大となるにつれて肺がん発生の超過危険が大きくなる傾向がみられ、症例

としては石綿ばく露期聞がおおむね 10年を超える労働者に発生したものが多

い」と記載してドる。そして通達では、石綿へのばく露の医学的所見として、

胸膜プラーク陰影(当時の報告書では胸膜の肥厚斑影又は石灰化影)が胸部エッ

クス線写真で認められること、あるいは経気管支鏡的肺生検、開胸生検、剖検

等に基づく胸膜の硝子性肥厚又は石灰沈着(結核性胸膜炎、外傷等石綿ばく露

以外の原因による病変を除く)、もしくは曙疲中石綿小体、肺組織内の石綿線

維又は石綿小体等の病理学的所見を挙げている。

(注石綿小体の病理学的所見とは、昭和 53年報告書で述べられている、通

常の肺組織切片において石綿小体が光学顕微鏡で認められることを指す。)

6 その他検討した事項

(1) びまん性胸膜肥厚に併発した肺がんについて

ヘノレシンキ・クライテリアでは、両側性のびまん性胸膜肥厚は、中等度又は高

度のばく露が原因であることがあるため、肺がんの原因特定の観点から考慮すべ

きであるとし、 ドイツとベルギーにおいては、両側性のびまん性胸膜肥厚を単独

の認定要件としている (BK-Report112007， 2007'問、 FMP，2004問)。他方、イギリス

においては、びまん性胸膜肥厚は信頼できない指標であるとして、単独の要件か

ら除外している (DWP，2005(吟)。

今回、改めてびまん性胸膜肥厚患者の累積石綿ばく露量に関しての文献を検索

した。

Gibbsら(1991)は(湖、石綿ばく露歴のあるびまん性胸膜肥厚の症例 13例につい

て石綿繊維濃度の計測をした結果、総石綿繊維数は 328~ 32，722万本/gであっ

たが、 13例中 12例が 500万本/gを上回っていたことを報告している。これ以外

に報告はみられなかった。
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石綿ばく露によるびまん性胸膜肥厚のばく露程度についての定まった知見は今

のところ得られていないが、上記の報告を重視し、これを覆すような重要な新し

い知見が出現するまでは、びまん性胸膜肥厚を発症して労災保険給付を受けた者

が原発性の肺がんを併発した場合には、当該肺がんについても石綿ばく露による

ものとみなすことが望まれる。

(2) 潜伏期間について

これまで、 「胸膜プラーク+石綿ばく露作業従事期間 10年以上」の要件にお

いては、最初のばく露から肺がん発症までの潜伏期間として、少なくともヘルシ

ンキ・クライテリアに示されている石綿ばく露開始からの期間としての 10年間

は担保されていた。

しかしながら、今後は特定作業への従事期間 5年の要件や胸部エックス線写真

等の画像所見のみの要件で認定する場合もでてくるため、最初の石綿ばく露から

肺がん発症まで少なくとも 10年以上の期聞が経過していることという潜伏期間

の要件を改めて付加する必要があるものと考える。

なお、潜伏期間を最低 10年とするのは、これまでの知見を踏まえても妥当な

ものである。

併せて、現行の認定基準上潜伏期間についての規定lがない中皮腫についても、

肺がんと同様に、最初の石綿ばく露から中皮腫発症まで少なくとも 10年以上の

期聞が経過していることという潜伏期間の要件を付加すべきと考える。

(3) 微小石綿肺について

ドイツにおいては、微小石綿肺を認定要件の一つに掲げている (BK-Report

112007， 2007問)が、微小石綿肺の所見と肺がんの発症リスクに関しては有力な文

献等は見当たらないこと、微小石綿肺の診断の機会は現状では非常に稀であるこ

とから、直ちに認定要件に加える必要はないと考える。

ただし、石綿によると考えられる肺組織の僅かな繊維化が認められる事案は、

一定の石綿ばく露があったこと示唆するものであり、病理診断に基づき微小石綿

肺の所見が確認できるものについては、本省の検討会における個別の事案の検討

に際し、それを参考的な所見として活用できるのではないかと考える。

7 おわりに

石綿による肺がんに関しては、定見が確立されていないと考えられる事項がみら

れることから、今後とも最新の医学的知見の収集を行うとともに、本省への事案の

集積と分析に努め、認定基準の見直しに関する検討を適宜行う必要がある。

また、医学的所見の確認に関し、胸膜プラークを石綿肺と診断したり、脂肪や肋
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間静脈等の肥厚像を胸膜プラークの所見と見誤るなど、胸膜プラーク等の診断が的

確に行われていない事例がみられる。このため、医師に対する一層の研修が重要と

考える。

なお、石綿ばく露作業については、石綿の全面禁止によって石綿ばく露の機会は

ほとんどなくなっているものの、解体作業等今なお実施せざるを得ない作業も残さ

れており、それらに従事する労働者の健康障害の防止には万全を尽4し、更なる健

康被害が発生しないことを切に望む。
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別添

「胸膜プラークと判断できる明らかな陰影j に係る画像例及び読影における留意点等

1 r胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影」に係る

画像例

(1) r (7) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状ないし斑状の石灰化陰影が認めら

れ、肋横角の消失を伴わないこと。」に係るものー図 l及び写真 l、2

図 l 典型的な種々の横隔膜部石灰化像

(Fletcherら， 1970川
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写真 l 典型的石灰化胸膜プラークの一例

両側横隔膜に太い線状の石灰化陰影が認められ、肋横角は消失していない。
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写真 2 写真 lの右拡大図
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(2) r (イ) 両側側胸壁の第 6~ 10肋骨内側に、石灰化又は非石灰化、非対称性の

限局性肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないこと。」に係るものー写真

3、4

写真 3 側胸部にみられる非石灰化胸膜プラーク例

両側側胸壁の第 6~ 10肋骨内側に、石灰化又は非石灰化、非対称性の限局性

肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わない。
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写真4 写真 3の右拡大図

2 胸部 CT画像における胸膜プラークの広がりに関する計測方法

胸部 CT画像での胸膜プラークの広がりは、左右いずれかー側の胸部 CT画像

において最も広範囲に胸膜プラークが描出されたスライスを選択し、胸壁内側の

長さを 4等分し、胸膜プラークの広がりが 114以上であるか否かを計測する。一

側胸壁の範囲は、腹側は胸骨縁から背側は肋骨起始部に至るまでの胸壁内側とす

る(写真 5)。胸膜プラークが複数ある場合(同一スライスで縦隔胸膜に認められ

る胸膜プラークを含む。)は、各胸膜プラークの範囲を合計する(写真 6)。
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写真 5 胸膜プラークの CT画像における胸壁内側の拡がりの測定法

胸壁内側の長さの 4等分を示す。

写真 6 CT画像における胸膜プラークの広がりの実測例

胸膜プラークの広がりが、同一スライスの胸壁内側の長さの 114以上か否か

を計測する。この例では、 4個の胸膜プラーク(写真中に図示)を合計した範

囲は 114以上と判断される。
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3 胸部画像の撮像条件及び胸膜プラークの読影における留意点

(1) 胸部正面エックス線写真及び胸部 CTの撮像条件について

胸部正面エックス線写真は、じん肺健康診断における撮影条件(じん肺診査ハ

ンドブック)に基づいて適切な条件のもとに撮影されたもので読影に供されるべ

きである。 DR写真、 CR写真については、 「じん肺健康診断及びじん肺管理区

分の決定における DR(FPD)写真及び CR写真の取扱い等について」の一部改正

について(基安労発 1216第 l号、平成 22年 12月 16日)(2)及び「じん肺健康診断

及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び CR写真の取扱い等につ

いて」の一部改正について(基安労発 0926第 3号、平成 23年 9月 26日)(勺と基

づいて撮像されたものであること。

胸部 CTは、背臥位又は腹臥位で深吸気位にて撮像する。画像は、できれば 5

mm幅、 5 mm間隔が望ましい。機種にもよるが、おおむね肺野条件(window

level -600 ~ -700HU、window幅 1，000 ~ 2，000HU)と縦隔条件(windowlevel 0 

~50HU、 window 幅 300 ~ 500HU)の範囲内で、使用する機器に応じた条件で表

示する。胸膜プラークが疑われる場合には、可能な限り高分解能 CT(HRCT)を

行うのが望ましい。なお、早期の石綿肺の検出には腹臥位がよい。

(2) 胸膜プラーク読影における留意点

胸膜プラークは、石綿ばく露に起因する壁側胸膜の線維性組織の増生からなる

変化で、限局性の平板状隆起を示す。通常は両側に多発するが、肺尖部や肋横角

部近辺にはみられない。

胸部正面エックス線写真で肋横角の消失がある場合には、結核性胸膜炎や膿胸

l などの胸膜疾患の後遺症の可能性がある。このため、肋横角の消失がある側では

胸膜プラークの有無についての診断は行わない。

胸部正面エックス線写真での側胸壁内側の胸膜肥厚所見については、胸筋によ

る陰影、胸膜下脂肪組織による陰影、肋骨随伴陰影(肋間筋、脂肪組織)との鑑別

が必要である。これらは、両側で左右対称性の陰影として描出される場合が多い

(清水ら， 1983帥)。また、古い肋骨々折後の化骨像や胸壁腫蕩などが胸膜プラー

クと混同される場合がある。胸膜プラークによる側胸壁内側の胸膜肥厚は、限局

性で左右の形状は非対称性であり、内部に石灰化を伴う場合もある。

胸部 CT画像上の胸膜プラークは、壁側胸膜の限局性肥厚を示す所見である。

縦隔条件で肥厚の境界部が明らかで、かっ、肥厚部分の陰影濃度(CT値)が胸筋

と比べて同等又はそれ以上であることが確認できるものとする。また、縦隔条件

ばかりでなく肺野条件も用いて肺野の変化に伴う胸膜の肥厚でないことを確認す

る。胸膜プラークと紛らわしい脂肪や肋間静脈の肥厚像を例示する(写真 7，8)。
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写真 7 胸膜プラークと見誤りやすいものの一例(脂肪)

写真 8 胸膜プラークと見誤りやすいものの一例(肋間静脈)
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第 2部

びまん性胸膜肥厚関係



1 はじめに

びまん性胸膜肥厚は、 1966年にElmsが(ヘ胸膜肥厚pleural thickeningを胸膜プラー

クpleural plaqueと、ぴまん性胸膜肥厚diffuse pleural thickeningとを峻別したことか

ら、疾患の概念が理解されやすくなり、今では石綿肺を伴わないびまん性胸膜肥厚は i

石綿関連疾愚のひとつとして確立している疾病である。

このびまん性胸膜肥厚については、平成 15年 8月に公表された検討会報告書(以下

「平成 15年報告書」という。)において、良性石綿胸水とともに、初めて労災補償の

対象となる疾病として明記されたが、このときは認定要件を示さず、すべての事案に

ついて専門家による個別検討によって業務上外を判断するものとされた。その後、平

成 18年 2月に公表された検討会報告書(以下「平成 18年報告書Jという。)におい

て、イギリスの補償基準を参考として肥厚の広がりや厚さを含めた要件が示され、こ

れを参考に現在の認定基準が策定されている。

しかしながら、イギリスの補償基準では肥厚の広がりや厚さの基準は 2006年に撤廃

され、現在は別の基準が設定されている。

石綿ばく露によるびまん性胸膜肥厚は、石綿関連疾患のひとつとして確立している

疾病ではあるものの、画像での所見の“胸膜肥厚"と、疾息としての“びまん性胸膜

肥厚"が、医療の現場においてしばしば混同されるといった実態も見受けられている

(石綿ばく露によって生じる非腫蕩性胸膜疾患には、壁側胸膜に生じる限局性の胸膜

肥厚と、臓側胸膜がびまん性に肥厚する(実際は、壁側胸膜の肥厚も一緒に伴う)びま

ん性胸膜肥厚とに大別され、前者を平成 15年の検討会以降、胸膜プラークと呼んでい

る。)。

このような状況を踏まえ、今回、びまん性胸膜肥厚に関する医学文献を幅広く収集

し、疫学、画像診断、呼吸機能及び石綿小体・繊維計測に分類・整理してレビューを

行った上で、改めて石綿によるびまん性胸膜肥厚に係る認定要件の検討を行うととも

に、医療関係者においてびまん性胸膜肥厚の診断等が適切に行われるよう医学情報を

整理し、以下のとおり取りまとめたのでここに報告する。

なお、巻末に今回行った文献レピ、ューの結果を添付する。

2 びまん性胸膜肥厚の診断の要件

(1) Iびまん性胸膜肥厚」の定義

胸郭の臓側胸膜に炎症があり、それが壁側胸膜に波及し、両者がゆ着している

病態は、臨床上、石綿関連疾患以外の肺疾患に伴いよくみられるものである(長期

間の結核性胸膜炎や膿胸の後遺症、リウマチや自己免疫疾患、種々の薬剤によっ

て生じることはよく知られている。)。

しかし、臨床の場においてこのような病態をすべて「びまん性胸膜肥厚」と診

断することはない。



J 

「びまん性胸膜肥厚」を独立した疾患ととらえて診断するのは、それが石綿ば

く露を原因として生じた場合についてのみであり、それ以外の原因によるもの

は、同様の病態を示すものであっても、 「びまん性胸膜肥厚Jと診断しない。

O 石綿ばく露以外に、臓側胸膜と壁側胸膜がゆ着して肥厚する病態を引き起こ

す原因の主なものとしては、以下のものが挙げられる。

・感染症(細菌性膿胸、結核性胸膜炎)

・鯵原病(リウマチ性胸膜炎ほか)

・薬剤j性線維性胸膜炎

-放射線治療(後)

-外傷性血胸

・冠動脈バイパス術等の開胸術(後)

.尿毒症性胸膜炎

・悪性腫湯

(2) rびまん性胸膜肥厚」の治療

「びまん性胸膜肥厚」の特徴は、臓倶!J胸膜と壁側胸膜がゆ着することにより、

胸膜に運動制限が生じ、拘束性換気障害を呈することである。ただし、初期の段

階では、無症状か軽い労作時呼吸困難を呈するのみであり、特段治療の適応がな

し、。

しかし、病状が進行し、著しい呼吸機能障害を呈するようになれば、酸素療法

を必要とする状態となり、療養補償の対象となる。

(3) rびまん性胸膜肥厚」の診断

「びまん性胸膜肥厚」の診断は、画像による以外に有効なものはなく、専ら胸

部エックス線写真、胸部 CT画像の読影によることとなる。上記(1)の石綿ばく露

以外の原因によるものとの鑑別がなされ、かつ右綿の職業ばく露歴が認められる

ことを前提に以下の画像診断を行うことが適当である。

①胸部エックス線写真による診断

びまん性胸膜肥厚の診断に関し、レントゲン学的にさまざまな定義が試みら

れているが、国際的に統一されたものはなく、 2000年の ILO国際じん肺標準フ

ィルムによるびまん性胸膜肥厚の定義は、厚さが 3mm以上としている。しか

し、厚さや広がりだけで、びまん性胸膜肥厚と、胸膜外脂肪組織との鑑別がで

きないのも事実である。また、融合した胸膜プラ}クとの鑑別もできない。

他方、肋横角 (costophrenic angle)の消失(obliteration)をびまん性胸膜肥厚の所

見とした場合には、肋横角消失を伴わない非常に稀なびまん性胸膜肥厚例が除
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外されるが、読影者間のばらつきが極めて小さくなるという意味で有用であ

る。胸部 CT画像所見に基づく精査を踏まえた結果においても、肋横角の消失

による定義の方が一定の厚みと広がりによる定義よりも信頼性が高いとされて

おり、胸部エックス線写真上の定義としては、肋横角の消失の方が最近では重

要視されている。

ただし、胸部エックス線写真では、びまん性胸膜肥厚が十分に疑われるもの

でありながら肋横角の消失が認められない症例や胸膜外脂肪組織や融合した胸

膜プラークとの鑑別が必要な症例もあることから、胸部 CT商像による診断を

併せて行うべきである。

② 胸部 CT画像

多くの研究報告によれば、胸部エックス線写真と比べて、胸部 CT画像は胸

膜プラークやびまん性胸膜肥厚の所見、さらには軽度の肺線維化の所見を検出

し、胸膜外脂肪との鑑別にはるかに有用であることは明らかである。イギリス

においては、 CT機器の普及状況等が考慮されて胸部 CT画像による診断要件が

示されなかったものと考えられるが、我が国での CT機器の普及を考慮する

と、胸部エックス線写真による診断と胸部 CT画像による診断を併せて評価す

るべきである。

なお、胸部 CT画像による診断においては、胸膜がびまん性に肥厚している

状態を確認するとともに、胸膜プラークの有無のチェックも重要である。

※ びまん性胸膜肥厚の胸部エックス線写真及び胸部 CT画像例については、後

掲の写真を参照のこと。

(4) 胸水が持続貯留し被包化された症例の診断について

びまん性胸膜肥厚の少なくとも 113から 1/2は良性右綿胸水後に発症したもので

あることが種々の疫学調査で報告されている。逆に良性石綿胸水の側から観察し

た場合、多くの場合は数ヶ月以内に胸膜ゆ着を残さずに自然消失するものもあれ

ば、肋横角が消失し、びまん性胸膜肥厚を来す例や、少量の胸水が残存したまま

の例がある。また、稀にではあるが、胸水が持続貯留し被包化され、肺の再膨張

が不可能となり、呼吸機能の低下を来す場合がある。

このような、胸水が貯留した状態のまま著しい呼吸機能障害を来すような症例

については、 Parkes(1994)の"OccupationalLung Disorders， Third' edition，，(2)やMorgan

& Seaton (I995)の"O，ccupationalLung Diseases， Third edition，，(3)とし、った、世界的な

じん肺の教科書には記載がなく、 Light(2007)の"PleuralDiseases， Fifth edition"仰や

Craighead& Gibbs (2008)の"Asbestosand Its Diseases耐 lこも記載はない。それ以外の
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文献でもそのような病態の診断名として、良性石綿胸水とするかびまん性胸膜肥

厚とするかに関して記述したものは、調べた範囲ではみられず、確立した見解は

未だ得られていないものと考える。

3 びまん性胸膜肥厚の労災認定の要件

労災補償の対象となるびまん性胸膜肥厚とは、上記 1の(1)による鑑別や(3)の画像

診断によりびまん性胸膜肥厚と診断されているもののうち、以下の判断要件を満た

すものとすべきである。

(1) 石綿ぱく露量に関する要件

びまん性胸膜肥厚の有所見率と石綿のばく露濃度や累積ばく露量との関係につ

いての調査研究の結果をまとめると、低濃度ばく露では有所見率は低いこと、胸

膜プラークとの比較では有所見者の累積ばく露量は高く、石綿肺との比較では累

積ばく露量が低いということが言え、有所見者の累積ばく露量としては、両者の

中間であろうと考えられる。今回収集した文献によれば、有所見率は累積ばく露

量と相関関係にあるとするものもみられたが、これについては未だ定見は得られ

ていないものと考える。

また、業務上のばく露によるものとのみなすために必要なばく露期間の考え方

としては、平成 15年報告書及びそれを踏まえた平成 18年報告書の内容、すなわ

ち「概ね 3年以上の職業による石綿ぱく露年数が目安になると考える。」を変更

すべき知見は得られていないことから、現時点においてこれを変更すべき理由は

認められない。

この「概ね 3年以上jの 3年については、推定累積ばく露量が、ある一定のレ

ベルに達することを意味するものではなく、あくまでも把握した過去の症例のう

ち、ばく露期聞が最も短かったものを目安として引用したものであることに留意

する必要があり、この要件を満たさない場合には、再度石綿ぱく露歴を確認する

等、慎重に対応することが必要である。

なお、潜伏期聞に関する要件については、石綿の初回ばく露からびまん性胸膜

肥厚発症までの平均潜伏期間の多くが 30年を超え、少なくとも 20年以上と考え

るのが妥当であると思われるが、現時点において、潜伏期間を要件として確立で

きるまでの医学的知見は得られていないため、設定しないことが適当である。

(2) 呼吸機能障害に関する要件

びまん性胸膜肥厚では、胸郭の臓側胸膜と壁側胸膜がゆ着するために、呼吸運

動に伴う肺の動きが制限される。その結果、全肺気量(TLC)、肺活量(VC)、努力

肺活量(FVC)の減少が引き起こされ、拘束性換気障害を呈することとなる。

この拘束性換気障害の程度は、胸膜病変の程度と相関するとされており、胸膜
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病変の程度が軽度である初期においては、拘束性換気障害の程度も軽度にとどま

り、無症状か軽い労作時呼吸困難を呈するのみであることが多い。

しかしながら、胸膜肥厚が進展すると慢性呼吸不全状態となり、在宅酸素療法

の適応となって継続的な治療を要することとなる。

今回、びまん性胸膜肥厚に係る文献を整理した結果、慢性呼吸不全を来すびま

ん性胸膜肥厚を労災補償の対象とするという考え方について変更を要する知見は

認められなかった。この具体的な要件として、現行の認定基準においては、 “著

l しい呼吸機能障害を伴うもの"とし、当該著しい呼吸機能障害の程度についてパ

ーセント肺活量等の値を掲げているが、これらの値についての報告書(平成22年 6

月 期j添)の内容を変更すべき知見も認められなかった。

ただし、これらの値は、石綿ばく露を原因としない一部の閉塞性換気障害によ

る呼吸機能障害も包含することとなる。呼吸機能障害が拘束性換気障害を原因と

することを画像でも確認する意味で、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の 112

以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の 114以上という、現行の拡がりの要件は

残すべきである。

なお、以上のことから、石綿によるびまん性胸膜肥厚を有する労働者又は石綿

健康管理手帳所持者に対して行う健康診断においては、呼吸機能障害の程度を把

握するため、必要に応じて呼吸機能検査も実施することができるようにすること

が望ましい。

(3) その他

胸水が持続貯留し被包化された症例については、良性石綿胸水又はびまん性胸

~膜肥厚のいずれの診断名であっても、著しい呼吸機能障害を呈するものは労災補

償の対象とするのが望ましい。

4 おわりに

本報告書が、石綿関連疾患としてのびまん性胸膜肥厚についての理解の一助とな

り、的確な診断と労災補償が実施されることを期待する。

なお、胸水が持続、被包化された症例の知見は十分には得られているとは言えず、

今後とも症例の集積と解析に努める必要があると考える。
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O びまん性胸膜肥厚の胸部エックス線写真及び胸部 CT商像例
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(参考びまん性胸膜肥厚の文献レピ‘ュー)

1 疫学及び症例報告(本邦)

(1) 疫学調査

McMillanら(1980)はへ造船所の労働者を対象に、胸部レントゲン調査を実施

した成績を報告している。異常所見者 1，731人のうち、非石灰化胸膜プラーク 128

人(7.3%)、石灰化胸膜プラーク 56人(3.2%)、びまん性胸膜肥厚 29人(1.6%)、肺

実質の線維化 18人(1.0%)であり、石綿肺よりもびまん性胸膜肥厚の所見が上回っ

ていた。喫煙経験別にみると、びまん性胸膜肥厚の有所見率は、非喫煙者で 0.2%

(Iβ85)であったのに対し、現喫煙者では 2.5%(211839)、過去喫煙者で1.3%

(7/507)であったと報告している。なお、 McMillanら(19S2)はへ上述と同じ対象

集団で 1966年にびまん性胸膜肥厚の所見のあった 23人のうち 2人(8.3%)につい

て、 10年の後 1977年の胸部レントゲンで肺線維化の所見(111以上)を認めたと報

告している。

Hillerdal (1981)は刷、スウェーデンのウプサラ市民約 25万人の健診胸部フィルム

のなかから、胸膜プラーク、胸膜プラークを伴う胸水貯留、進行性胸膜線維化(編

注・呼吸機能障害を伴う石綿ばく露によるびまん性胸膜肥厚と同義。)の症例数を

報告している。最も多かったのは胸膜プラークで 827人、石綿ばく露開始からレ

ントゲンでの基準が満たされる所見が確認されるまでの期間は 30年であった。次

に胸水貯留は 22人みられ、うち 4例はその後進行性胸膜線維化に進展した。平均

潜伏期間は 30年であったが、最小 9年から最大 46年とその幅は広い。進行性胸

膜線維化は 27人、全例で肋横角消失の所見があった。数年のうちに進行する場合

もあるが、その進行の速度は幅があり、たとえ最初は片側であっても、いずれは

両側に所見が広がる、と述べている。 16人は初めは胸膜プラークの所見のみみら

れ、その後片側に胸膜線維化がみられ、両側の肋横角が鈍化し、最終的には広範

囲な胸膜の肥厚がみられた。 4人は胸膜の線維化の過程で石灰化胸膜プラークが認

められるようになった。潜伏期間は約 34年で、ばく露程度は他の胸膜異常所見

(胸膜プラーク、胸水)に比べて高かったと述べている。

Finkelsteinら(1984)は刷、青及び白石綿を使用して石綿セメント管及びボードの

製造を行う工場の従業員 181人を対象とし、累積石綿ばく露量と肺野の不整形陰

影及び両側胸膜肥厚の量反応関係を検討した結果を報告している。 111以上の不整

形陰影は 28%に、カテゴリーA(編注:著者が依拠している 1971年版の ILO分類

によれば、 Gradea (厚さが最も厚い箇所で 5mm以下)の誤りと恩われる。)以上の両

側胸膜肥厚は 22%にみられ、両異常所見ともに喫煙者は非喫煙者(過去喫煙者を含
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む)と比較して有意にリスクが高く、不整形陰影で 3.0倍、胸膜肥厚で 2.9倍であ

った。量反応関係、は、不整形陰影ではばく露が多くなるほどそのリスクも高くな

る傾向は有意に認められたものの、胸膜肥厚ではその関係は不整形陰影ほどは明

瞭には認められなかったと述べている。

McLoudら(1985)ぽへ 1965年以降継続して胸部レントグン等でフォローしてい

る石綿ばく露労働者 1135人のうち、びまん性胸膜肥厚の有所見者 110入(9.6%)の

原因を調べた結果を報告している。びまん性胸膜肥厚の定義は、肋横角の消失の

有無にかかわらず、少なくとも胸壁の 4分の l以上の滑らかで胸膜の濃度が連続

している陰影を呈する所見としている。びまん性胸膜肥厚の有所見 110例のうち

34例は過去のフィルムのチェックから良性胸水の後遺症と診断された。 36例は胸

膜プラークの融合像、 4例は悪性腫蕩による陰影、 17例は感染や外傷によるも

の、 3例は肥満による疑似肥厚像、石綿肺を合併するものは 9例で、 7例は原因不

明であった。彼らの報告によると石綿肺を伴わない、石綿によるびまん性胸膜肥

厚の有所見率は 2.9%(34/1135)になる。石綿肺をイ半わないびまん性胸膜肥厚の有所

見者で画像上過去に胸水貯留があった 16例の平均 FVCと DLsb(single breath 

diffusing capacity)は 81.0%、89.6%で正常範囲内であったものの、有意に低かっ

た。

Nemethら(1986)は(11)、過去 5年間に継続して白石綿ばく露を受けていた 141人

(男 67人、女 74人)と非ばく露者で性年齢をあわせた対照 141人の胸部レントグ

ンを読影した成績を報告している。肺線維症の有所見率は、ばく露群で男 26人

(38.8%)、女 19)..(25.6%)、対照群では男 6人(8.9%)、女 3人(4.1%)であった。

胸膜プラークの有所見率は、ばく露群で男 18人(26.9%)、女 12人(16.2%)、対照

群では男 4人(5.9%)、女 0人(0%)であった。ひかまん性胸膜肥厚の有所見率は、ば

く露群で男 25人(37.3%)、女 9人(12.2%)、対照群では男 15人(22.4%)、女 1人

(1.4%)であった。著者らは、びまん性胸膜肥厚の所見は、ばく露群の方が対照群

に比べて男女計で約 2倍頻度が高かったものの、鑑別診断の観点からは重要性は

限られていると述べている。

Bohligら(1987)ぱへびまん性胸膜肥厚所見の出現部位を胸壁の上部、中部、

下部に分けて、石綿ばく露群 1204人(男 1093人、女 111人)と非ばく露群 622人

(男 382人、女 240人)の胸部レントグンの異常所見(片側の胸膜肥厚、肋横角の消

失、胸膜プラーク、 1/0以上の不整形陰影)を検討した結果、胸膜プラークと不整

形陰影の異常所見は、ばく露群で 17.8%(215例)、 13.8%(167例)、非ばく露群で

0.6%(4例)、1.1%(7例)でともに有意の差が認められたが、片側の胸膜肥厚、肋横
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角の消失は、ばく露群で 4.8%(58例)、1.9%(24 f7U)、非ばく露群で 7.8%(49例)、

2.4% (15例)で有意の差は認めらなかったとしている。しかしながら、胸膜肥厚の

出現部位を側胸壁の上、中、下の 3部位に分けて観察し、少なくとも両側の 2つ

の領域に連続して出現した胸膜肥厚所見の認められた例は、ばく露群で 54%(652

例)であったのに対し、非ばく露群で 14%(86例)と有意の差が認められたとし

て、 1980年版 1LO分類の修正を提案している。

de Klerkら(1989)は{へオーストラリアの Witenoon青石綿鉱山に働いていた労

働者で、ばく露開始から 2-38年間のフォローができた 306人の胸部単純エックス

線フィルムを読影し、累積石綿ばく露量、ばく露開始年代、ばく露期間、ばく露

濃度、粉砕現場への勤務の有無、レントグン撮影時の年齢を各要因として、胸膜

肥厚の所見を解析しているが、この集団ではびまん性胸膜肥厚の有所見率の方が

胸膜プラークの有所見率を上回っていたと述べている。また、厚さが 5mm未満の

胸膜肥厚の所見の取り方については、 2人の読影者ではかなりの差があったとも述

べている。

Rossiterら(1988)ぱへ国際石綿協会(Asb田 tosIntemational Association)が作成し

た胸部単純エックス線フィノレム 100枚を 12人の経験ある読影者が読影した結果と

して、厚さが 5mm未満の胸膜肥厚の所見の取り方に大きな違いがあったことを報

告している。

Bourbeauら(1988，1990)も{聞の、融合した胸膜プラークとびまん性胸膜肥厚との

鑑別は困難であるとし、胸部単純レントゲンフィノレムで肥厚の厚さが 2mm以上を

所見として取り上げ、 35歳以上の建築関係、の断熱作業者 110人の胸膜異常所見を

調べた結果、胸膜プラーク有所見率は 44.5%、びまん性の肥厚所見は 5.5%、肋横 l

角の消失は 5.5%で、肺野の 110以上の有所見率は 10.0%であったと報告してい

る。

Fishbeinら(1991)が問、ニューヨーク市及び周辺都市の鉄骨組立て職人組合加盟

の労働者 869人を対象に断面調査を実施している。肋骨骨折後の胸膜異常所見者9

人を除く、なんらかの胸膜異常(胸膜肥厚、横隔膜プラーク、肋横角鈍化、胸膜石

灰化)有所見者は 329人(38.3%)にのぼった。両側の胸膜肥厚は 146人(17.0%)、片

側の胸膜肥厚は 145人(16.8%)、肋横角鈍化は 65人(7.6%)で、うち 25人には両側

の胸膜異常、 26人には片側の胸膜異常が認められた。しかし、 16例のみに肋横角

と関連のある胸膜肥厚がみられ、これらがびまん性胸膜肥厚と定義される例であ

り、これら以外の胸膜異常所見の大半は胸膜プラークであったと述べている。
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Broderickら(1992)1';):'へアメリカの板金労働組合に少なくとも 25年以上加盟歴

があり、胸部レントゲン検査を受けた 1，211人の検査結果を報告している。 1980

年 ILO分類で 1型以上の所見があったのは 205例(16.9%)、限局性プラーク所見者

260例(21.5%)、びまん性胸膜肥厚 74例(6.1%)、片側の肋横角鈍 52例(4.3%)、両

側の肋横角鈍 28例(2.3%)であった。

Zi社mgら(J995)は(へフィンランドの 30歳以上の住民 7095人(男 3274、女

3811)の質問票とインタピ、ューによる職歴等の聞き取り及び胸部レントゲン検査を

実施している。読影は 1980年 ILO分類に加え、癒着のない厚さ 5mm以上の側胸

部の限局性肥厚、及び横隔膜部の石灰化を胸膜プラーク所見とし、横隔膜部の不

整及び肋横角の消失、薬問自力膜の肥厚の所見もチェックしている。石綿ばく露歴

を生涯職歴から probable，possible， unlikelyの3分類とした。肺野の 110以上の有所

見率は、男で probable群 21.4%(94/439)、possible群 15.3%(26511734)、unlikely群

13.4%(147/1101)、女で probable群 31.0%(9129)、possible群 9.9%(13811389)、

unlikely群 10.9%(26112393)、両側の胸膜プラークを示す所見については、男で

probable群 13.0%(57)、possible群 6.5%(1 13)、unlikely群 4.6%(51)、女で probable

群 10.3%(3)、 possible群 2.7%(38)、unlikely群 .1.5%(37)、片側も含む胸膜プラー

クを示す所見については、男で probable群 21.2%(93)、possible 群 12.6%(219)、

unlikely群 8.7%(96)、女でprobable群 2.1%(6)、possible群 4.8%(66)、unlikely群

2.8%(67)、肋検角消失の所見(ILO基準片側のみも含む)は、男で probable群 6.2%

(27)、 possible群 4.3%(75)、unlikely 群 4.8%(53)、女で probable群 3.4%(1)、

possible群 2.3%(32)、unlikely群1.3%(31)、葉間肋膜肥厚の所見は、男で probable

群 7.7%(34)、possible群 4.5%(78)、unlikely群 4.6%(51)、女で probable群 6.9%

(2)、possible群 5.3%(73)、unlikely群 3.8%(91)で、いずれも石綿ばく露群でこれ

らの異常所見のリスクは高くなったが、葉間肋膜肥厚以外の臓側胸膜の異常所見

のリスクは、右綿ばく露群で有意に高くはなかったとしている。

Jakobssonら(J995)は側、スウェーデンの石綿セメント工場に少なくとも 10年以

上働いたことがある元労働者 174人の最も過去に撮影された胸部レントゲンフィ

ルムを個人の累積石綿ばく露量等との関連で検討した。 110以上の肺野の異常所見

は20%(36/174)にみられ、うち 18例は確実な胸壁肥厚(厚さが 5mm以上で胸壁の

114以上の拡がりがあるか、横隔膜プラーク)の所見を伴い、 l例は肋横角消失の

所見を伴っていた。胸膜病変については、何らかの肥厚所見のある者は 48%(84)

にみられ、両側性の有所見は 30%にみられた。そのうち、 67%は限局性肥厚、 15%

はびまん慢性胸膜肥厚のみ、 19%が両方の所見を有していた。確実な胸壁肥厚の

所見は、喫煙歴とは関連がみられず、年齢を調整後のオッズ比は、従業開始から
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の年数が最も良く相関し 4.6(1.7-12)、累積石綿ばく露量の 3.6(1ふ8.2)、従事期間

の 2.8(1.2-6.8)であった。確実な胸膜プラークのみの所見も、年齢及び喫煙を調整

後、従業開始からの年数が最も良く相関し 3.4(1.ト10)、累積石綿ばく露量の 2.8

(1.1-7.2)、従事期間の1.8(0.67-4.6)であった。しかし、いずれかのびまん性胸膜肥

厚の所見は、上述のばく露因子との相関は認められないか、あっても弱かった。

肋横角消失の所見は 8%(14)に認められた。この有所見者のうち 2例は両側、 10

例は同側に側胸部肥厚の所見があった。肋横角消失の所見は、年齢調整後の解析

結果として、従事期間や従事開始からの期間との相関はみられなかったものの、

オッズ比は高濃度ばく露群で有意に高く、喫煙歴の影響はなかったとしている。

胸膜ストランド(pleuralstrand;胸膜から肺野に放射線状に伸びる線状影、 crow，s

feetと同義)の所見は現場労働者の 9%(15)、うち 13例は他の胸膜異常所見を伴

い、 9例は 110以上の肺野の所見を伴っていた。円形無気肺の所見は l例もなかっ

た。

Koskinenら(1996)は別、フィンランド国立職業保健研究所による石綿関連疾患

のスクリーニングの結果を報告している。対象は建設被雇用者基金加盟労働者、

電気技師労働組合加盟労働者、建設組合が抽出した鉛管工あるいは配管断熱工、

フィンランド板金組合加盟労働者、中央建設技師組合加盟労働者、造船業に l年

以上従事したことのある者、石綿製造業に l年以上従事したことのある者、その

他(石綿鉱山及び石綿工場近隣居住者)のうち、胸部レントグン検査と看護師によ

るインタビューによるスクリーニングに応じた 11，529人である。職種別にみると

大工が 4，664人(24.6%)、次いで電気技師が 2，337人(12.3%)であった。レントゲン

読影結果で異常所見有りの基準は、(1)肺野の異常所見は ILOじん肺分類で 111以

上、 (2)110かっ胸膜プラーク(片側、両側を問わず)に一致する所見、(3)著しい臓

側胸膜の異常所見として、胸膜肥厚の有無に関係なく肋横角の消失もしくは他の

明らかな感染症によって引き起こされた以外の癒着の所見、(4)両側胸膜プラーク

に一致する所見としている。この異常所見率は高年齢ほど高く、 65-69歳 42.1%

(1079/2563)、60-64歳 36.7% (106412903)、55づ9歳 28.3(889β146)、50・54歳

19.7%(644/3271)、45-49歳 12.4% (33112661)、 40-44歳 6.1%(133/2166)の順であっ

た。

Soulatら(1999)は問、南フランスの硝酸塩肥料製造工場で働いていたことのある

労働者 170人について、臨床検査、呼吸機能検査、胸部レントグン及び CTの断

面調査を行った。この工場では毎年2週間作業を中断し、ほとんどの労働者が蒸

留器のメンテナンス(石綿を引きはがし、屋外で乾燥させ、再びこの石綿で断熱さ

せる)に従事していた。調査時の対象者の平均年齢は 65.2土 0.6歳で、この工場で
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{動き始めた時の年齢は 26.3+ 0.5歳、従事期間は平均 12.9+ 0.6年、ぱく露開始

から調査時までの期間は平均 38.9+ 0.5年である。 170人のうち 10人(5.9%)は石

綿のばく露歴がなく、 6人(3.5%)はばく露不明であった。ばく露濃度が高かった

と推測されるのは 112人(65.9%)、中程度21人(12.3%)、低濃度 21人(12.3%)であ

った。胸部レントゲンでは胸膜肥厚が 56例(32.9%)に認められ、両側が 34例、片

側は 22例であった。この 56例のうち、びまん性胸膜肥厚は僅か l例で、他は全

て胸膜プラークであった。胸水貯留有所見者はいなかった。肺野の所見として

1980年 ILO分類で 110以上は9例(5.3%)であった。 HRCTでは 111例(66.5%)に胸

膜プラークを認め、 81例(71.7%)は石灰化の所見があった。肺野の異常所見は 35

例(20.6%)に認められたが、肺野病変だけが認められた例は僅か 6例だけであっ

た。著者らは、間駄ばく露は肺野病変よりも胸膜病変を起こしやすいとする見解

を支持するものであると述べている。

このような年 2週間、計 10回程度の高濃度ばく露では、胸膜プラークの発症が

最も多く、次いで HRCTで見られるような軽い肺野の繊維化所見を引き起こし、

びまん性胸膜肥厚の発症頻度は低かった(11170)ということになる。

Ameilleら(2004)は(2ヘフランスでの 287人の胸膜線維化の所見の疑いのある者

に対し、胸部 HRCT検査を実施、肋横角消失を伴うとともに連続性の胸膜のある

所見(定義])と、胸膜肥厚の厚さについては最も厚いところが概ね 5mm以土あ

り、頭尾方向の広がりについては、片側の概ね 114以上ある所見(定義 2)に分けて

検討した結果を報告している。上述のびまん性胸膜肥厚の定義に合致しない肥厚

は全て胸膜プラークとした。定義 lに従えば、胸膜プラークは 252例、びまん性

胸膜肥厚は 34例、定義2に従えば、胸膜プラークは 185例、びまん性胸膜肥厚は

102例に分類された。 3人の読影者の全員一致度は、定義 lでは 87.1%、定義 2で

は 54.4%であった。定義 lでも定義 2でもともに、胸膜プラークとびまん性胸膜

肥厚の平均年齢、喫煙経験(非喫煙/現在喫煙/過去喫煙)、ばく露期間(く10年110・19

年/20年以上)、潜伏期間(く30年/30-39年/40年以上)、平均累積ばく露量(f/ml年)

で有意の差は見られなかった。対象者から肺実質の線維化所見を除いた解析結果

でも、胸膜プラークとびまん性胸膜肥厚の平均年齢、喫煙経験、ばく露期間、潜

伏期間、平均累積ぱく露量(f/ml年)で有意な差は見られなかった。肺繊維化を伴

う者は、定義1では胸膜プラーク群48人(19.0%，48/252)、びまん性胸膜肥厚群 11

人(32.4%，11134)、定義2では胸膜プラーク群32人(17.3%， 321185)、びまん性胸

膜肥厚群27人(26.5%，2711 02)であった。

Matratら(2004)は問、もろい石綿含有建材のある建物で、メンテナンスや管理す

る労働者 277人を対象とし、石綿ばく露歴、喫煙歴のインタピュー等と胸部レン
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トグン撮影を行い、少なくとも 2名の読影者が 1980年版 ILO分類に基づき肋横角

消失を伴う胸膜肥厚をびまん性胸膜肥厚、イ半わない肥厚を胸膜プラークと定義し

た。その結果、胸膜プラークの有所見率は 13.4%(37人)、びまん性胸膜肥厚の有

所見率は1.1%(3人)であった。この調査対象者の平均石綿累積ばく露量は4f/m1年

と低く、このレベルの低濃度ばく露群では、石綿によるびまん性胸膜肥厚の発症

頻度は非常に低いと推測される。

Metintasら(2005)は問、 トルコで石綿を含有する土壌を使用してきた 10村落

943人の村民を対象に、ミニチュア胸部レントゲンを含む断面調査を実施した成績

を報告している。 10の村落のうち 7村落にはアクチノライト/トレモライトが、 3

村落にはアンソフィライトとクリソタイルが検出されている。肋横角消失を伴わ

ない倶.IJ胸部の厚さが 5mm以上の限局した胸膜肥厚を胸膜プラーク、肋横角消失を

伴う少なくとも側胸壁 1/4以上に広がるスムーズな胸膜肥厚をびまん性胸膜肥厚

と定義し、読影者の意見が一致しなかった 20人を除く 923人のうち、胸膜プラー

クの有所見者は 133人(14.4%)、びまん性胸膜肥厚の有所見者は 96人(10.4%)、石

綿肺の有所見者は 4人(0.4%)であった。胸膜プラークの有所見率は男女聞で有意

な差(男 19.0%，女 10.2%)がみられたが、びまん性胸膜肥厚の有所見率は男女差(男

9.5%，女 11.3%)がみられなかった。胸膜プラークの有所見率は、アクチノライト/

トレモライト群で、ばく露期間 30-39年 8.3%(男 11.5%、女 5.9%)、40-49年 13.3%

(男 18.6%、女 10.0%)、50年以上 27.7%(男 34.7%、女 19.4%)、アンソフィライト

とクリソタイルの群では、ばく露期間 30-39年1.6%(女 3.3%)、 40-49年 2.9%(男

6.3%、女 10.0%)、50年以上 10.4%(男 12.5%、女 8.6%)であり、アクチノライト/

トレモライト群の方がアンソフィライトとクリソタイルの群よりも高かった。び

まん性胸膜肥厚の有所見率は、アクチノライト/トレモライト群で、ばく露期間

30・39年 2.5%(男1.9%、女 2.9%)、40-49年 12.4%(男 16.3%、女 10.0%)、50年以

上 13.7%(男 9.5%、女 18.5%)、アンソフィライトとクリソタイルの群では、ばく

露期間 30・39年 4.8%(男 6.1%，女 3.3%)、 40-49年 5.9%(男 3.1%、女 8.3%)、 50年

以上 12.2%(男 12.5%、女 11.8%)で、石綿の種類別の差はなかったが、ばく露期間

が長いほど、有所見率は高かった。

著者らは、胸膜プラークの有所見率は年齢とともに高くなるが、推定累積ばく

露量とは相関しないのに対し、ぴまん性胸膜肥厚は相関すると述べている。

Amei11eら(2007)は(明、パリの輸送労働者で直接職業上の石綿ばく露があり、ぱ

く露開始から 30年以上たった 269人を対象に胸部 CTを実施、 3人の経験ある読

影者で胸膜及び肺内の異常所見を調査した。詳細な職歴調査から推定されたこの

集団の平均石綿累積曝露量は 1.7f/m1・年(0.003~ 15.3)と低い。平均年齢は 54歳
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(50 ~ 65)で、平均ばく露年数は 16.1年(1~ 37)、ばく露開始からの潜伏期間は平

均 34.3年(30-43)であった。 3人(1.2%)にびまん性胸膜肥厚が認められた。 26人

(9.7%)に胸膜プラークに相当する胸膜肥厚所見が認められたが、診断の確からし

さは、ほぼ確実(highprobability)は2例、中程度(moderate)が9例、低 15例で、潜

伏期間や累積ばく露量との相関はみられなかった。

Rohsら(2008)は問、米国モンタナ州にある蛭石(Vermiculite O.l%~ 26%の角閃

石族の石綿を含有する)鉱山に働いていた労働者の胸部X線での調査結果を報告し

ている。 280人について完全なインタピュ}と胸部レントグンを行うことができ

た。 1963年から 1980年までの従事期間と従事職種から、累積ばく露量を推測して

いる。胸部レントゲンの所見分類は 1980年版 ILO分類を採用するも、胸膜プラー

クについては肋横角消失を伴わないもの、びまん性胸膜肥厚は肋横角消失を伴う

ものを条件に加えている。肺野の所見は 110以上としている。 280人の対象者のう

ち、胸膜プラークのみの有所見者は 64人、びまん性胸膜肥厚のみの有所見者は 10

人、肺実質の変化を伴う胸膜プラーク有所見者は 4人、肺実質の変化を伴うびま

ん性胸膜肥厚有所見者は 2人であった。胸膜変化を伴う群(80人)の平均潜伏期間

は 36.8年 (SD4.9)、胸膜変化を伴わない群のそれは 32.1(SD5.5)年であった。胸膜

プラークのみの所見を有し、商業用石綿へのばく露のない群の累積ばく露量は

3.45f/cc .年(SD4.95)でばく露量が高くなるほど有所見率は高くなった。胸膜の所

見もなく、商業用石綿へのぱく露もない群は1.55 f/cc・年(SD2.89)であった。ぴ

まん性胸膜肥厚の有所見は 12例(片側 8例、両側 4例)、うち 2例は肺実質の変化

を伴っていた。これらの累積ばく露量は 8.99f/cc・年(SD5.16)で、胸膜プラークの

みの有所見者群の 3.37f/cc・年(SD4.84)に比べて有意に高かった。肺野の変化は 8

人(うち 6人は喫煙歴あり)に認められた。肺野の有所見は 110 1、111 3， 2/1 1、

2/2 1、2/3 1で、うち 2例はびまん性胸膜肥厚を、うち 4例は胸膜プラークを伴

い、 l例は商業用右綿のばく露があった。累積ばく露量は 11.86f/cc.年(SD6.46)

で、異常所見なし群及び胸膜プラーク群に比べて有意に高かったとしている。

なお、著者らは推定累積ばく露量が低いにもかかわらず、胸膜病変が発症して

いることを主張しているが、同時に用いた推定ばく露量に 1972年以前のばく露量

が含まれていないこと、超過勤務があったと主張する労働者のインタビュー結果

を累積ばく露量に反映させていないことなどから、実際の累積ぱく露量よりも低

いことが十分に推測される。

(2) 我が国における症例報告

我が国では、佐田ら(1980)問、吹付け石綿作業に 22歳から 33歳まで従事した

45歳の石綿肺に合併したびまん性胸膜肥厚症例を報告している。
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その後、石綿によるびまん性胸膜肥厚の症例報告が散見されるものの、 20以上

の症例をとりまとめて検討している報告は以下の 2つがある。

三浦ら (2008)らは問、びまん性胸膜肥厚の臨床例 28例について検討を行った結

果、高濃度ばく露群 8人(石綿製品製造、石綿保温、石綿吹付)、相対的低濃度ば

く露群(高濃度ばく露群以外の職種)、造船群のそれぞれの発症年齢は 53歳

(3ふ74)、63歳(43-63)、77歳(67-86)、潜伏期間はそれぞれ 29.6年(23-39)、38.5

年(22・50)、52年(37・61)であった。

岸本ら (2011)の報告によれぽ30)、石綿ばく露歴を有するびまん性胸膜肥厚の臨

床例 57例の石綿ばく露期間は 25.9年+15.4年、中央値は 26.0年であった。石綿

初回ばく露からびまん性胸膜肥厚発症までの潜伏期間は 46.2年+10.9年、中央値

は 46.1年であった。 57例の CT画像所見の検討では、胸膜プラークの合併率は

86.0% (49157)、繊維化所見は 45.6%(26/57)、円形無気肺は 70.2%(32/57)であっ

た。胸膜プラークは 89.8% (44/49)とほとんどが石灰化していた。気腫化の所見

も約半数(32/57)に認められた。
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2 画像診断

びまん性胸膜肥厚についてはレントゲン学的にさまざまな定義があり、特に国際

的に合意が得られたものはなかった。

(1) 胸部エックス線写真

1980年 ILO国際じん肺標準写真の分類では問、胸膜異常所見を限局性

(Jocalized)とびまん性(diffuse)の肥厚に分類したが、厚さは a.3-5mm、b5-IOmm、

c >IOmmに分類、拡がりは側胸壁の<114、114・112、>112 に分類することを提

唱していた。

2000年 ILO国際じん肺標準写真の分類では問、 costophrenicangle obliterationは

びまん性胸膜肥厚がなくても起こりうることを指摘しており、びまん性胸膜肥厚

はcostophrenicarigle obliterationがあり、それに連続する胸膜肥厚が認められる時

のみ記載し、 in-profileにおいて最低約 3mmの厚みが必要と記載している。

肋横角消失とそれに続くびまん性胸膜肥厚を定義に含める意見とそれに反対す

る意見がある。

Gefterら(1984)は問、びまん性という定義においては、肋骨横隔膜角の消失を含

めることは有用であるかもしれないと述べている。

McLoudら(1985)は{叫、胸部単純エックス線写真において、しばしば肋横角の消

失を伴う、少なくとも胸壁の 4分の l以上に拡がる平滑な連続した胸膜の肥厚像

(比較的滑らかな厚みのある濃度上昇)と定義している。

田村(1988)も問、肋横角消失が認められ、かつそれに引き続く幅 3mm以上の胸

膜肥厚の陰影が、間側の横隔膜の最上点より側胸部に対して引いた水平線より上

方にまで続いているものと定義している。

Yatesら(1996)は問、ぴまん性胸膜肥厚の程度を評価するため、胸膜肥厚の厚み

と拡がり、肋横角の消失を 3段階のグレードでスコアー化している。厚み:5mm 

以下(スコアー1)、 5-lOmm(スコアー 2)、10mm以上(スコアー 3);拡がり:胸

壁の4分の l以下(スコアー1)、 4分の lから 2分の 1(スコアー 2)、2分の l以上

(スコアー 3);肋横角の消失:軽度(スコアー1)、中等度(スコアー 2)、高度(スコ

アー 3)。

他方、 Sargentら(1978)は問、第4肋間以下で、 Imm以上の胸膜の肥厚像と定義

し、肋骨横隔膜角の消失を定義に含めることは、肋骨横隔膜角の消失を伴わない

びまん性胸膜肥厚例を除外するであろうと指摘している。 Keeら(1996)も(問、肋骨

横隔膜角の消失に基づくびまん性胸膜肥厚の胸部エックス線学的診断は、びまん

性胸膜肥厚の診断率を低くするであろうと述べている。

しかし、 Rosenstockら(1987)は側、厚みを厚くすれば胸膜肥厚を同定しやすくな
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り正常者で時々みられる胸膜の線を除外することができるが、軽度のものを見逃

すことになる。反対に、 Immを用いれば正常者や胸膜肥厚以外のものが含まれる

ことになるとしている。

Hosodaら(1980)も(叫、石綿ぱく露のない患者で、胸壁の 2/3以上に拡がる 3mm

以上の胸膜肥厚の頻度は、標準体重以下の人で 0 %、標準体重の人で 0.9%、軽度

の肥満において 6.9%、中等度から高度の肥満者で 20.6%であったと報告してい

る。 Leeら(2001)も側、肥満が胸部エックス線写真上の全周性の胸膜肥厚に関連す

るかどうかを検討し、 BMIが30kg/m以上の肥満者は胸部エックス線写真上明らか

に全周性の胸膜肥厚に関連していたことを報告している。特に 10mm以下で、側

胸壁の 25.~ 50%に拡がる時に関連が強かったと述べている。 Amei1leら(]993)は

附、胸部エックス線斜位像をびまん性胸膜肥厚の診断の gold standardとしての高

分解能 CTと比較した結果、右前斜位撮影を加えたびまん性胸膜肥厚の positive

predictive valueは 13-26%にすぎず、偽陽性診断の多くは胸膜外脂肪紐織であった

と報告している。 Maffessantiら(]996)も{叫、胸部エックス線写真では、肥満者や

ステロイドの長期使用者でびまん性胸膜肥厚に似た像を呈するが、胸膜外脂肪沈

着によるものであるとしている。

Bourbeauら(]988)は{叫、 ILOの分類を用いた胸膜病変の厚みの評価において、

厚みを増加すると読影者内の診断の一致率が向上するが、読影者間の一致率は不

十分なものとなり、他方、肋横角の消失と胸膜の石灰化の一致率は極めて高かっ

たことを報告している。 Miller(2007)は(明、胸部エックス線像での胸膜肥厚所見の

解釈における読影者間のばらつきは重要な問題となっていると述べている。

Greeneら(]984)は側、検出できる最小の胸膜肥厚と 2mm以上を胸膜肥厚とした

場合を比較して、石綿関連病変のスクリーニング・サーベイでは明瞭な最小の関

値を採用すべきであると述べている。石綿ばく露のハイリスクグループと低いリ

スクグツレープを対象として、 2mm厚以上のクライテリアから検出できうる最小の

胸膜肥厚のクライテリアへ変えると胸膜所見が増加するとともに、読影者間の一

致率が向上し、リスクグ、ループ間の差と斜位撮影で新たに加わる検出率が減少し

た。異なった厚みでの定義は石綿関連疾患のスクリーニング・サーベイにおいて

さまざまな結果を生じることを指摘している。

びまん性胸膜肥厚と融合した胸膜プラークの鑑別が問題となる。

Hi1lerdal (] 99 1)は問、 ILOのじん肺胸部エックス線分類は疫学的手法として重要

であるが、その分類は胸膜病変に対しては不正確であることを指摘している。 ILO

分類ではびまん性胸膜肥厚と胸膜外脂肪とを区別することができないし、びまん

性胸膜肥厚と広範な胸膜プラークと区別することもできないと述べている。拡が
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りと厚みの分類を破棄すべきであるとも述べている。

ところで、 Fletcherら(J996)は仰}、胸膜プラークとびまん性胸膜肥厚の鑑別点を

以下に挙げている。

① 胸膜プラークは肋横角や肺尖には及ばない。

② びまん性胸膜肥厚は石灰化することはまれである。

③ びまん性胸膜肥厚はすべての方向から不明瞭で不整であるが、胸膜プラーク

はしばしば明瞭である。

③ 胸膜プラークはもし融合しなければ4肋間以上に及ぶことはまれである。

日illerdal(J981)ぺ Rockoffら(J987)は側、胸部エックス線写真では、胸膜プラ

ーク以上にびまん性胸膜肥厚の診断は難しいが、葉閑裂の肥厚の所見はびまん性

胸膜肥厚の診断に役立つとしている。

Ameilleら(2004)は側、びまん性胸膜肥厚の二つのレントゲン学的診断基準の適

切さを評価した。二つの診断基準は、拡がりや厚みに関係なく肋骨横隔膜角の消

失を伴うものという定義(定義1)と、厚みが 5mm以上、胸壁の 4分の l以上にわ

たって拡がる連続した胸膜肥厚像で、肋骨横隔膜角の消失はあってもなくてもよ

いという dimensioncriteriaと呼ばれる定義(定義 2)である。石綿関連胸膜肥厚を伴

う287名を対象とし、定義 lでは、 34例(11.8%)がびまん性胸膜肥厚と分類され

た。このびまん性胸膜肥厚の群は、胸膜プラークの群より FEV1，FVC， TLCが有意

に低かった。定義2では、 102例(36.6%)がびまん性胸膜肥厚と診断された。びま

ん性胸膜肥厚の群と胸膜プラークの群の聞に呼吸器症状や呼吸機能に差が認めら

れなかった。また、診断の一致率は定義 lの時に有意に高かった。彼らは、びま

ん性胸膜肥厚の診断には肋骨横隔膜角の消失が dimension criteriaと比べ、より信

頼性のある診断基準であると結論した。また、彼らはすべての対象に HRCTを施

行し、肺の線維化と胸膜肥厚の診断の Gold standardとしたことを記載している。

Hoyleら(2009)は問、 Cuηieら(2009)が(叫、胸部エックス線写真上のびまん性胸

膜肥厚を costophrenicangle obliterationを伴うかあるいは伴わない少なくとも側胸

壁の 25%以上に及ぶ平滑な連続した胸膜の肥厚像(比較的滑らかな厚みのある濃

度上昇)と定義したことに対して、現在のびまん性胸膜肥厚の定義は costophrenic

angle obliterationを伴う片側性ないし両側性の胸膜肥厚像に変わったことを指摘し

ている。

(2) 胸部 CT画像

1980年代後半になって、石綿ばく露者の胸部CT画像に関する論文が報告され

-18 -



るようになった。

Friedmanら(988)は{叫、胸膜プラークと同様に、びまん性胸膜肥厚も HRCTが

有用であると述べている。

1mら(1989)は{問、肋骨下には、胸膜、胸膜外脂肪層及び胸内筋膜のみが存在

し、縦隔条件ではこれらは同定できないことから、肋骨下に線状の構造物がみら

れるときは、胸膜肥厚と同定できるとしている。

Lynchら(989)は問、 CT上、びまん性胸膜肥厚を厚みが 3mm以上、幅が 5cm

以上、頭尾方向に 8cm以上にわたって拡がる連続した胸膜肥厚像と定義してい

る。

Solomon (991)は問、 CTでは、胸膜肥厚は厚く肺を取り巻く胸膜線として認め

られるとしている。

AI Jaradら099[)は問、 CTでは検討したすべての症例でびまん性肥厚が認めら

れたが、胸部X線写真では 70%しか認められなかったと述べている。

Peacockら(2000)は(問、 CTは胸部エックス線写真よりびまん性胸膜肥厚の診断

に有用であり、特に胸膜外脂肪組織との鑑別は容易であるとしている。

Schwartzら(991)州、 Copleyら(2001)，刊、 Tiitola'ベ Milesら(2008)は側、 CT

では 1・2mm厚の早期の胸膜肥厚を検出しうるとしている。

Peacockら(2000)は問、 HRCTでも、胸膜下水腫はびまん性胸膜肥厚との鑑別が

困難であるが、そのような症例はまれであるとしている。

Gevenoisら(998)によれば{叫、 HRCT上でびまん性胸膜肥厚に関連してしばしば

認められるいくつかの所見がある。肺実質内帯状像 parenchymal bandと円形無気

肺である。小さな parenchymalbandは“crow's feet"として知られている。

Abereら099[)によれl宮崎、これらの所見がみられる時は、胸膜肥厚が臓側胸膜

に関連していることを示唆している。びまん性胸膜肥厚に伴ってしばしば胸膜外

脂肪の増加が認められる。

Gevenoisら(998)'叫、 'Pericら(2009)問、 AmericanThoracic Society (ATS) (986) 

聞は、 HRCTは石綿関連疾患の診断において、簡単で、信頼性があり、再現性の

よい手法であるとしており、国際分類の一部としてそれを使用することは可能で

あろうと述べている。

Beigelman-Aublγ ら(2007)によれば剛、石綿ばく露を受けた患者の臨床医学的

な管理方法に関ナるフランスのコンセンサス会議審査委員会は、胸部 CT検査に

よる石綿関連疾患の検出が感度や特異性の点で優れていることを確認し、 1999年

以降、胸部 CT検査の実施を強く推奨している。
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Pricら(2009)も剛、 ILOの胸部エックス線写真分類による肺野の線維化やびま

ん性胸膜肥厚の評価は、読影者間の診断の一致率が悪いため、 HRCTを国際分類

に用いることを推奨している。

ただ、 Ameilleら(2007)は(69)、HRCTでも石綿低濃度ばく露者における軽度の胸

膜病変の評価では、読影者聞の診断の一致率が悪いことを指摘している。

岸本ら (201])ぽへびまん性胸膜肥厚の臨床例 57例について、胸部エックス

線像と胸部 CT像を 2班で読影し、読影所見について 2班の一致率を求めた。水

平方向の広がりや胸膜の厚みなど CT像での評価に比し、エックス線像での厚

み、肥厚の広がりについては所見の一致率が不良であり、画像評価にエックス線

像を用いた場合、客観性が保ちづらい。これに対し、肋横角の消失については、

比較的良好な一致が得られており、エックス線像での評価項目として、厚みや広

がりに比し客観性を保ちやすいと結論している。
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3 呼吸機能

(1) 拘束性換気障害

CotesとKing(]988)ぽ7ヘびまん性胸膜肥厚有所見者 110名の胸部エックス線写

真と呼吸機能検査所見から、年齢、身長、喫煙歴を考慮しでも、びまん性胸膜肥

厚の程度(広がり)が強いほど、最大吸気量、予備呼気量、最大呼気流量が減少す

ると報告している。また、努力肺活量(FVC)と l秒量(FEV，)も低下するが、閉塞

性換気障害の指標である l秒率(FEV，/FVC)は低下しないと報告している。

Schwartsら(]990)は(72) 1，211名の板金加工従事者の検討で、胸膜プラーク有所

見者の努力肺活量(FVC)は予測値η4%、びまん性胸膜肥厚有所見者のそれは 10

%低下していたと報告している。

Millerら(]992)は問、 2，611名の石綿ばく露者を調査し、肺野に異常影を認めな

い 0型でびまん性胸膜肥厚有所見者群の%努力肺活量(%FVC)は 77.0%(0/ー)， 

72.9%(0/0)と、予測値よりも 23~27%も減少していることを示した。

Yatesら(]996)は(叫、 64名のびまん性胸膜肥厚患者の自覚症状、呼吸機能、画像

所見を検討し、 D，∞NA を除き予測値に対する l秒量(FEV，)、努力肺活量(FVC)、

全肺気量(TLC)、残気量(RV)はすべて低下していたと報告している。このうち 36

名については 8~9 年にわたって観察したが、予測値に対する l 秒量 (FEV，)と努

力肺活量(FVC)だけが経年的に減少したとしている。 l秒率(FEV，/FVC)は変化し

なかった。また、画像からみた胸膜肥厚の程度も悪化したが、呼吸機能の変化と

は相関しなかったとしている。

AlJardら(]991)は問、胸部 CT画像で確認したびまん性胸膜肥厚患者 20例を検

討し、胸部 CT画像で得られた胸膜病変のスコアは、胸部エックス線写真で得ら

れたスコア同様に l秒量(FEV，)、努力肺活量(FVC)、全肺気量(TLC)、機能的残

気量(FRC)と負の相関がみられ、拘束性換気障害が胸膜病変の程度と相関するこ

とを示した。

Schwartzら(]993)は問、石綿ばく露歴のある 60人(胸部エックス線写真で異常

なし (28.4%)、石綿肺(13.3%)、胸膜線維化 (40%)、石綿肺+胸膜線維化

(]8.3%) )を対象に呼吸機能を比較した結果、高分解能 CTで求めた胸膜肥厚の体

積と全肺気量(TLC)とは負の相関を示したとしている。

Cop1eyら(2001)は(1九 50人のびまん性胸膜肥厚患者を対象に、胸膜肥厚の広が
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りを従来の胸部エックス線写真に加えて、 CTを使用した 4つの異なる方法で求め

(①主観的単純評価、②主観的包括的評価、③トレーシング、ペーパーを使った従量

法による胸膜肥厚の面積測定、④半自動解析プログラムをつかった胸膜肥厚の面

積測定)、呼吸機能 (FEV¥、FVC、TLC、RV、RV/TLC、DLcoNA)と比較した。い

ずれの方法も画像評価と呼吸機能の相関係数には大きな差はなく、びまん性胸膜

肥厚の程度が強いほど l秒量(FEV¥)、努力肺活量(FVC)、全肺気量(TLC)が低下

した。なお、高度の解析プログラムをつかって胸膜肥厚を測定しでも、あるい

は、トレーシングペーパーを使った従量法による胸膜肥厚の面積測定を行って

も、呼吸機能検査との相関をみるかぎり従来の主観的 CT評価法と大きな差はな

かったとしている。

岸本ら (2011)は側、日本における 57名の臨床例について、呼吸機能を解析した

結果を報告している。自覚症状、呼吸機能検査、胸部エックス線所見、胸部 CT

所見より得られた諸指標の中で、びまん性胸膜肥厚に伴う拘束性換気障害、すな

わち肺活量の低下に最も強く関与したものは、呼吸困難の程度(MRC分類)であっ

た。胸部エックス線像や胸部 CT像から得られたびまん性胸膜肥厚の程度(厚さ、

広がり(垂直、水平)、胸水の有無)と肺活量は弱い負の相闘を示すにすぎず、これ

らの検査項目単独で呼吸機能障害を論ずることの困難さを示していると述べてい

る。

(2) 閉塞性換気障害

Cotesと King(]988)ぱ川、びまん性胸膜肥厚は、閉塞性換気障害の指標である

l秒率 (FEVdFVC)に関連しないと報告している。しかし、対象者の l秒率

(FEVdFVC)は平均で 65.3%と正常下限の 70%より低く、閉塞性換気障害を合併し

た者が多く含まれていることに留意する必要がある。

Schwartzら(1993)も問、ばく露歴のある 60人を対象に、胸部エックス線所見か

ら、異常所見なし、石綿肺、胸膜線維化、石綿肺+胸膜線維化の 4群で呼吸機能

を比較した。胸膜線維化は拘束性換気障害が有意であるが、 l秒率(FEVdFVC)は

4群で差を認めなかったと述べている。

(しかし、対象の多くは喫煙者であり、かつ、胸膜線維化のみと診断した群の l秒

率は平均 68.0%であることから、閉塞性換気障害の者が対象に多く含まれていた

ことを意味している。)

AIJard ら(1991)は問、 l秒率註 70%、かっ胸部 CTで胸膜病変のみを確認した症

例で呼吸機能検査を行い、努力肺活量(FVC)や全肺気量(TLC)の低下、すなわち
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拘束性換気障害が胸膜病変の程度と相関することを示した。

Yates ら(1 996) は{問、びまん性胸膜肥厚有所見者 36 名について、 8~9 年間経過

観察した結果として、 l秒率(FEV.lFVC)に変化はなかったと報告している。

Kilbumと Warshaw(1991)は問、石綿ばく露による異なる肺病変と呼吸機能との

関係を調べた。対象は、胸膜プラークかびまん性胸膜肥厚のみ 310名、石綿肺の

み 596名、両者合併 322名の計 1298名。胸膜病変のみで非喫煙者 108名の呼吸機

能は、気道閉塞を示す l秒率(FEV，IFVC)が 75.2%、FEF2問が予測値の 80.6%、

FEF，聞が予測値の 69.6%、l秒量(FEV，)が予測値の 89%と軽度低下していたのに

対し、努力肺活量(FVC)は予測値の 95%、全肺気量(TLC)は 104%と正常であり、

胸膜病変の呼吸機能障害は拘束性ではなく軽度の閉塞性換気障害であったと報告

している。

岸本ら(mlblf)、前述した 57名の臨床例について、閉塞性換気障害(1秒率く

70%)のみは l名(1.8%)、拘束性換気障害(%VCく80%)のみは 38名 (66.7%)に対

し、混合性換気障害は 16名(28.1%)と、拘束性換気障害だけでなく、閉塞性換気

障害を伴ったものも多かった。それらは喫煙だけでは説明ができないことから、

石綿以外の粉じん吸入の影響も関与していると思われるとしている。

びまん性胸膜肥厚に閉塞性換気障害を伴うかどうかについては議論が多い。対

象者に喫煙者が多く、喫煙の影響が呼吸機能の解釈を難しくしている。

(3) 肺拡散能(OLCO)

Cot凶と King(1988) は(べびまん性胸膜肥厚に加え肺野に小陰影があると肺拡

散能(OLCO)が低下したと報告。また、喫煙者と短期過去喫煙者は、非喫煙者と長期

過去喫煙者に比べて l秒率(FEV，IFVC)が低下しているだけでなく、肺拡散能(0

LCO)と肺拡散能/肺胞気量(0ωNA)の両方とも低下していたと報告している.

AIJardら(1991)は問、びまん性胸膜肥厚の症例について，胸部 CT画像及び胸部

エックス線写真で得られた胸膜肥厚の程度と、肺拡散能(OL∞)は負の相関を示した

が、肺拡散能/肺胞気量(OLcoNA)とは相関がなかったと報告している。

Copleyら(2001)ぽへ 50名のびまん性胸膜肥厚症例を検討し、肺拡散能(OL叩)

は71.6+ 20.2%に低下していたが、肺拡散能/肺胞気量(OLcoNA)は 103.1+ 25.2% 

と保持されていたとしている。また、同じ著者ら (2007)は問、石綿ばく露による

びまん性胸膜肥厚 133例について、びまん性胸膜肥厚の程度と肺拡散能(OLCO)は負
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の相関を、肺拡散能/肺胞気量(OLcoIVA)とは相関関係なしと報告している。

Oujicら(1992) は附、石綿ばく露による肺病変を早期にとらえる手段としての

肺拡散能(OLCO)に着目し、詳細に検討している。彼らは石綿ばく露者 14名を毎年

l回、 9年間観察した。観察開始時は全例 0/0型で、 9年後には 3例のみが 0/1型

へ、残りは 0/0型のままであった。当初肺拡散能(OLCO)は上昇していたが、その後

正常になった。また、抗炎症効果を期待してインドメサシンを投与すると肺拡散

能(OL∞)と肺拡散能(OLCO)の膜成分が正常になった。併せて、後半の 2年間は高分

解能 CTで肺野の線維化病変を調べ、胸部エックス線写真では 0/0、0/1型であっ

ても肺野に線維化病変があることを示した。これらから、石綿粉じん吸入により

当初は肺野の炎症性変化が起こり、その結果、肺拡散能(OLCO)の上昇(肺拡散能

(0印。)の膜成分の上昇)が起こっており、炎症が収まることで肺拡散能(OLCO)が正

常化じたと考察している。

これらを考慮すると、びまん性胸膜肥厚がある場合、胸部エックス線写真で肺

野は l型に至らないと判断されても、軽度の肺の線維化病変(石綿肺)を合併して

いる可能性があり、肺拡散能(OLCO)の低下はびまん性胸膜肥厚による肺容量の減少

だけでなく、肺の線維化による拡散障害も加わっている可能性がある。

(4) 肋骨横隔膜角(肋横角)の消失との関係

CotesとKing(1988)は問、びまん性胸膜肥厚に肋横角の消失がある場合は、な

い場合に比べて最大吸気量の減少がより強かったと報告している。

Bourbeauら(1990)は問、びまん性胸膜肥厚有所見者について、肋横角の消失の

有無が、 l秒量(FEV¥)、努力肺活量(FVC)や運動時の換気量の変化と有意の相関

を示したと報告している。

Kilburnと Warshaw(1991)も報告の中で問、びまん性胸膜肥厚のみ(129名)と、

びまん性胸膜肥厚に肋横角の消失を伴ったもの(61名)を比較し、肋横角の消失を

伴った方が、努力肺活量(FVC)と l秒量(FEV¥)、I秒率(FEV/FVC)が有意に低下

していた。また、全肺気量(TLC)には差がないにもかかわらず、残気率(RV汀LC)

が有意に上昇していた。さらに、びまん性胸膜肥厚に石綿肺を合併した症例でも

同じように検討し、同様の結果であった。以上から、びまん性胸膜肥厚に肋横角

の消失を伴うと、気道閉塞がより強くなるとしている。

Broderickら(1992)は側、 1211名の石綿ばく露者を検討した(0型が 83.1%、 l型

が 16.2%、 2型が 0.7%、プラークのみが 21.5%、びまん性胸膜肥厚が 6.1%)。これ
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らについて、肋横角の消失の有無、横隔膜上のプラークの有無、胸膜肥厚の厚さ

と長さ、プラークの石灰化の有無、胸膜肥厚の型(限局性、びまん性)と、努力肺

活量(FVC)と自覚症状を検討した。肋横角の消失の有無、胸膜肥厚の厚さと長

さ、肥厚の型(限局性、びまん性)がそれぞれ独立して努力肺活量(FVC)の低下に

関与しており、横隔膜上のプラークの有無やプラークの石灰化の有無は関係して

いなかった。また、労作時の呼吸困難は 45.6%の 552名に認めたが、胸膜肥厚の

厚さと長さに対してのみ相関(傾向のみ)を認めたとしている。

Singhら(1999)は剛、石綿ばく露で石綿肺を伴わない 26人(胸部エックス線写真

で異常なし 7人、プラークのみ 12人、びまん性胸膜肥厚 7人)を検討した。その

結果、最大呼気から最大吸気位の肺気量の増加は下部胸郭の動きによるところが

大であることから、積隔膜と胸膜が肥厚し癒着することで、吸気相後半から終末

期にかけての胸郭の拡大が制限され、肺活量(VC)が低下すると報告している。併

せて、横隔膜の解剖学的特徴からも、肥厚癒着している部位は臆中心ではなく、

横隔膜の筋肉部であることも横隔膜の運動制限をより強くしていると報告してい

る。

他方、前述の岸本ら (2011)の報告は問、左右の肋横角の消失の程度と肺活量の

関係、を調べ、肋横角消失の程度が強いほど肺活量と l秒率は低下したが、統計的

有意差はなかったとしている。

(5) 呼吸困難

Bourbeauら(1990)は(問、胸膜プラークあるいはびまん性胸膜肥厚有所見者の方

が、所見のない者よりも呼吸困難の頻度が高いと報告している (34.4%vs 28.3%)。

Yatesら(1996)は問、 64名のびまん性胸膜肥厚患者の 95%が呼吸困難を、半数以

上が胸痛と訴えていたと報告。併せて呼吸困難の程度を 4段階(呼吸困難なし、軽

度、中等度、重度)で検討したところ、 63%が中等度で、体動に伴う呼吸困難は

22%にすぎず、呼吸困難の頻度は高いものの、その程度は比較的軽いと報告して

いる。

Millerら(1993)は附、呼吸機能検査が正常か軽度異常であるにもかかわらず呼吸

困難を訴える患者が石綿による胸膜肥厚症例に多い理由を調べた。対象は 23名の

石綿ばく露者で、胸部エックス線写真は全員 0/0~ 011型(びまん性胸膜肥厚 10

人、限局性肥厚 13人)で、全員に漸増運動負荷を行った結果、運動に伴う換気の

充進と死腔換気率の増大が呼吸困難を訴える背景であると報告している。
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岸本ら (201J)によると問、 57名のびまん性胸膜肥厚症例中、 55名(96%)が呼吸

困難を訴えていたが、 MRC分類で 2度以下が 39名(68%)と比較的軽度の者が多か

った。その一方で、肺括量と MRC分類とは強い負の相関を示し、呼吸困難の程度

が強いものほど肺活量は低下していた。

(6) 胸膜肥厚と石綿肺の合併による呼吸機能障害

KilburnとWarshaw(I 990)は側、 4，572名の石綿ばく露者の中で、胸部エックス線

写真から横隔膜の胸膜プラークのみ認めた 79名(非喫煙者 21名、喫煙者 43名)の

呼吸機能を検討した。非喫煙者、喫煙者ともに I秒量(FEV，)、 FEF，，_8S、 l秒率

(FEV，IFVC)は低下した。一方で胸部 X線写真から求めた全肺気量(TLC)と残気率

(RV/TLC)は増加していた。これらから、胸部 X線写真において胸膜プラークの

みで肺野に異常を認めなくても、石綿肺を合併している可能性があると報告して

いる。

Mi11erら(J992)も側、 2611名の石綿粉じん吸入歴のある者の検討で、肺野にび

まん性小陰影のあるものは、その程度が大きいほどびまん性胸膜肥厚に伴う肺活

量(VC)の低下が強いと報告している。

石綿ばく露者には喫煙者が多い。一般に、喫煙による呼吸機能への影響の代表

は気道閉塞(COPD)である。重喫煙者の約 114が気道閉塞(COPD)を発症し、気道

閉塞(COPD)は肺の過膨張と閉塞性換気障害を呈する。喫煙による呼吸機能への影

響が石綿による呼吸機能障害を一層複雑にしている。
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4 石綿繊維・小体計測

(1) 肺内石綿繊維の計測

びまん性胸膜肥厚症例の肺内石綿繊維数の定量的評価は、 Pooleyの ATEM分析

に基づくものが多い。 Pooleyよる石綿繊維分析試料の作製法と計測法の概要は以

下のようである (Gibbsら， 1991)。

分析する組織を 2分割し、半分は 800
Cで乾燥し、乾湿重量の秤量を行う。残り

の半分は 40%の水酸化カリウムで消化し、水洗した後、 350oCで 3時間の灰化を

酸素囲気下で行う。これら処理後の残溢を蒸留水に懸濁させ、一定量を分取、ニ

ュークリポアフィノレターでろ過し、回収する。残澄を保持したニュークリポアフ

ィルターにカーボン蒸着を施し、クロロホノレムでフィノレターを溶解した後に残る

カーボン膜を金の電顕グリッドに回収し、分析試料とする。 ATEM計測は 200本

以上の繊維状物質について行い、 EDSによる化学分析で繊維状物質の種類の同定

を行う。同時に 100~ 200本の繊維状物質の長さと幅のサイズ計測も行う。結果

は Ig乾燥肺重量当たりの繊維本数で表す。

Stephensら(1987)は{町、びまん性胸膜肥厚症例の剖検肺7例について、光学顕微

鏡と ATEMによる肺内鉱物性織維の分析と検討を行っている。とれら 7例は男性

で、石綿ぱく露職歴が 2~ 25年認められている。 5例の光学顕微鏡分析では、

2.913 万~ 37.8万本/g乾燥肺の鉱物性繊維が検出されており、一般人の 2万本未満

レベル、胸膜プラーク有所見例の 1~5 万本レベルよりも高濃度にある傾向が認

められる。 ATEMによる鉱物性繊維の分析では、石綿としてクロシドライト・ア

モサイト・クリソタイル(その他に l例でアクチノライト)が検出され、その他に

ムライト・/レチノレ(酸化チタン)・酸化鉄などの鉱物性繊維が多く検出されてい

る。 6例では角閃石族石綿繊維数は 2.4~ 28百万本/g乾燥肺で、一般人の 2百万

本未満レベルを超えている。残りの l例は、角関石族石綿繊維数が少なく、クリ

ソタイルが 14.4百万本/g乾燥肺となっている。職歴は軍需品工場勤務であるが、

クリソタイルが多い理由の言及はない。また、 4例では、石綿織維よりムライト繊

維が高濃度で検出されているが、この事実とびまん性胸膜肥厚との関係、について

は不明としている。

Gibbsら(1991)は(閥、びまん性胸膜肥厚症例 13例(男性、 47~ 80歳)について、

その肺内石綿繊維の ATEMによる分析結果を示している。 13例のうち、石綿ばく

露を原因とするぴまん性胸膜肥厚は 11例である。石綿繊維計測は、剖検肺から得

られた胸膜下の上下葉端部・下葉底部の肺実質(subp1euraO、上下葉中央部の肺実

質(centraO、胸膜(pleuraOの 3か所それぞれでプールした組織を対象に行われた。

13例について、クロシドライト、アモサイト、クリソタイルの各部位における繊
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維数濃度(Ig乾燥組織当たり)が示されている。なお、 13例のうちの l例について

は、他例より高濃度であるため、異常値として統計的検討からは除外している。

石綿繊維数は、 3百万本台から 3億本台のレベルに至るまで、事例により様々な結

果が得られている。部位別でみると、胸膜では角閃石族石綿繊維の濃度が低く、

クリソタイルの濃度が高い傾向が認められている。しかし、肺中心部に対して端

部で石綿繊維数が著しく増加する傾向は認められていない。分散分析によると、

石綿繊維種と繊維サイズ(長さ・幅)について、また、石綿繊維の長さと存在部位

について有意の関係が認められている。個別の石綿繊維のサイズについては、長

さと幅について各々、アモサイト>クロシドライト>クリソタイルの順の関係に

ある。部位に関して、胸膜には肺実質に比べて短い繊維が存在しているが、肺実

質内の部位でサイズの違いは認められていない。職業性ばく露のないコントロー

ル群 55例の肺内繊維に関する平均データも示されており、コントロール群では角

閃石族石綿繊維が少ない特徴がみられるとしている。

これらの結果から、石綿ぼく露が原因のびまん性胸膜肥厚症例の肺内石綿繊維

数は、角閃石族石綿に関して、職業性ばく露のないコントロール群より高く、こ

の濃度レベルは、胸膜プラーク症例、軽い石綿肺、中皮腫などでの濃度と同等と

考えている。角閃石族石綿は長い繊維が多い傾向にあり、 10仰を超える繊維が

9%、4μmを超える繊維が 45%を占める一方、でクリソタイルは、それぞれ 2%、

9%となっている。幅が 0.25仰百未満の絡線生でみると、角閃石族石綿の 37%が 4μm

を超えるのに対して、クリソタイルで 4μmを超えるのは 9%にとどまるとしてい

る。このような違いが生じる理由として、クリソタイノレは屈曲しやすく 3次元的

な塊のように振る舞い、気道の分岐点に留まりやすいのに対して、角閃石族石綿

は直線状の l次元的な繊維として挙動し、気道の奥深くまで侵入する点から考察

している。

Pooleyと Wagner(1988)は側、選択的に滞留する長くて細い角閃石族右綿が病因

との関係で最も重要と指摘しているが、 Gibbsらも繊維サイズの詳細な分析例がま

だ少なく、各石綿関連疾患についてサイズ分布との関係を検討することが必要と

述べている。

Gibbsと Pooley(1996)は側、石綿関連疾患と肺内石綿繊維量の関係の傾向とし

て、石綿肺と肺がんで最も高濃度であり、中皮腫とびまん性胸膜肥厚はこれより

濃度は低く、胸膜プラークでは低濃度であると述べている。

さらに、 GibbsとPooley(2008)は側、彼らのグループのこれまでに発表した成績

をとりまとめて、びまん性胸膜肥厚の肺内石綿繊維濃度は、商業性角閃右族(クロ

シドライト、アモサイト)が対照群に比べて高く、一般に胸膜プラークよりも高
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い、と述べている。

(2) 石綿小体計測

De Vuystと Dumortierら(1983)は問、 トルコ・アナトリアの Karakalarで生ま

れ、その後ベルギーに 23年の居住歴がある 57歳女性の BALFの鉱物学的分析を

行っている。この女性に石綿ばく露職歴はなく、喫煙、呼吸器疾患の既往歴もな

いが、両側性の石灰化を伴う胸膜肥厚が認められた。 25mlの BALFを漂白処理し

た後、光学顕微鏡分析で、 117本ImLの石綿小体が検出されている。 ATEM分析で

石綿小体の核となる繊維ならびに石綿繊維を調べた結果ではトレモライト繊維

(Feuとして 10%を含有)であり、エリオナイトは検出されなかった。

Voisinら(1995)は側、 23例の円形無気肺症例中の計 20例で、 BALF中あるいは

肺実質中の石綿小体計測を行っている(計測方法は， Sebastienらの方法を採用して

いる)。この 20例中の 9例で、びまん性胸膜肥厚の所見を認めており、 7例では

BALF中の石綿小体数が 1本Iml以上であり、 10本Imlを超える例も 1-2みられ

る。また、肺実質中の石綿小体計測実施の 6例中の 3例にびまん性胸膜肥厚の所

見があり、石綿小体数は 1000本Ig乾燥肺以上であり、 l例は l万本/g乾燥肺を超

えることを示している。

5 びまん性胸膜肥厚の診断、補償に関する外国の例

石綿によるびまん性胸膜肥厚を補償の対象としている外国の例として、イギリ

ス、ベルギーがある。

(1) イギリス

イギリスでは 1985年に労災補償の対象となる石綿関連疾患のひとつとして、び

まん性胸膜肥厚(PD D9)が職業病リストに掲載された。当時の認定基準は両側に

びまん性の胸膜肥厚の所見があり、肥厚の厚さは 5mm以上、拡がりは一側 2/3以

上というものであった問。しかし、 1996年の報告書で問、胸部エックス線写真上

のびまん性胸膜肥厚を、少なくとも側胸援の 25%以上に及ぶ片側(片側にのみ肥

厚がある場合は側胸壁の 112以上)ないし両側性の胸膜肥厚で厚みがもっとも厚い

ところで 5mm以上に及ぶものと定義していた。その後、同基準を 2005年に改定

し(崎、肋横角の消失を伴う片側性もしくは両側性のびまん性胸膜肥厚としてい

る。

(2) ベルギー

べ/ルレギ-でlはぽ士ず(9仰97へ7
結核に関連する石綿肺(ω1.30ω1.22)、肺がんに関連する石綿肺(1.301.23)、石綿によ
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る中皮腫(9.307)として掲載されていたのを改正し、石綿肺(1.301.21)、石綿による

中皮腫(9.307)、石綿による肺がん(9.308)、石綿による胸膜及び心膜の軽い疾患

(9.301.20)としている。

石綿による胸膜及び心膜の軽い疾患(9.301.20)とは、渉出性胸膜炎、胸膜プラー

ク、びまん性胸膜肥厚、渉出性心膜炎及び心膜肥厚斑(プラーク)をあげ、補償基

準としてはびまん性胸膜肥厚については、総肺気量及び肺活量が 85%未満を対象

とし、呼吸機能障害レベルに応じて補償額を決めている。

なお、渉出性胸膜炎については、一時的労働不能を引き起こす可能性があり、

その旨の診断が下されれば、一時的労働不能は補償対象となりうる(その際には 15

日以上続くことが条件となる)。当該疾患が呼吸機能への影響(拘束性の機能低下

かつまたは拡散障害)を伴うびまん性胸膜肥厚を引き起こす場合にのみ、永続的労

働不能が認められる可能性がある、としている。石綿による心膜疾患は稀であ

り、例外的に一時的あるいは永続的な労働不能を引き起こす場合にのみ対象とす

るが、例外的状況のために特別な基準を設ける必要はない、としている。胸膜プ

ラークについては一般に呼吸機能に一切影響を与えないという事実から補償の対

象とはしていない。
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1 .はじめに

環境省においては、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成 18年法律第

4号。以下「石綿救済法」という。)に基づく救済給付の対象となる指定疾病の考

え方等について検討を行うため、平成 21年 10月に環境大臣から中央環境審議会に

諮問が行われ、平成 22年5月に石綿健康被害救済制度の在り方についての一次答

申が「石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方についてJ(以下「一

次答申」という。)として出された。

この一次答申において、「石綿を取り扱う作業に3年以上従事し、石綿を吸入す

ることにより発症したびまん性胸膜肥厚については、著しい呼吸機能障害をきたし

ている場合には、救済の対象とすることが適当」とされ、「著しい呼吸機能障害の

有無を判定する考え方』が示されたところである。

一方、上記の環境省における検討を踏まえ、厚生労働省労働基準局安aさ衛生部で

は、じん肺法(昭和 35年法律第30"号)に義づくじん肺健康診断の在り方について

検討を行うため、「じん締法におけるじん肺健康診断等に関する検討会」が開催さ

れ、平成 22年5月に同検討会の報告書が取りまとめられた。

この報告書においで、じん耐の“肺機能様査"の結果において、「著しい脚機能障害

と判定する基準」が示されたところである。

当検討会においては、これらの検討会報告書を参考にしつつ、労働者災害補償保

険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災保険法」という。)に基づくプ保険給付又

は石綿救済法に基づく特別遺族給付金の対象となるびまん性胸膜肥厚(以下「労災

保険におけるぴまん性胸膜肥厚」という。)を認定する際に用いる著しい呼吸機能

障害(肺機能障害と同義であり、以下「呼吸機能障害」という。)の判定方法につ

いて検討を行一ったので、その結果をここに報告する。
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2.石綿によるぴまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害について

ぴまん性胸膜肥厚の定義は McCloudら(1985)人 Lynchら(1989)2、Peacockら

(2000)3により試みられているが、まだ国際的な合意が得られるには至っていない

(Light RW， 2007、AdamsH & Crane MD， 2008)4，5。また、これまでに報告された石

綿ぱく露者の呼吸機能検査成績については、ぴまん性胸膜肥厚及び胸膜プラークの

両者を含む、胸膜肥厚について検討されたものが多い。ここでは、びまん性胸膜肥

厚の定義を明らかにした上で呼吸機能との関連を検討した論文についてレビュウ

する。

Lumley(1977)6は28歳から 64歳までの造船労働者(退職者2名を含む)194人を

対象に、呼吸器症状等の質問票、胸部エックス線及び呼吸機能調査を行い、石綿肺

(1/1以上)、ぴまん性胸膜肥厚、胸膜プラーク(石灰化、非石灰化)、胸膜異常所見

なし別の呼吸機能検査成績を比較検討した。異常所見なし群(41人)と比べて、ぴま

ん性胸膜肥厚群 (48人)は、 1秒量 (FEV1)、努力性肺活量(FVC)、 1秒率

(FEV1/FVC， %)、全肺気量(TLC)、肺拡散能@ωQ)のいずれも有意の差が認められ

た。びまん性胸膜肥厚群を、さらに石綿肺(1/0以下)の所見あるいはチアノーゼ、

ラ音、パチ指等、肺線維化の可能性のある者を除外したびまん性胸膜肥厚群でも、

石綿肺有所見群に次いで、 1秒量、努力性肺活量、 1秒率、全肺気量のいずれもさ

らに悪い結果を示した。結論として、びまん性胸膜肥厚は胸膜プラーク(非石灰化、

石灰化)に比べて呼吸機能障害と関連しているものと思われる、と述べている。

McGavinら(1984)7は胸部エックス線で石綿肺所見(1/1以上)のないびまん性胸膜

肥厚を呈する 37人の造船労働者(全員石綿ぱく露歴あり)の呼吸困難度(Medical

Research Council質問票による)、呼吸機能検査、胸部エックス線におけるぴまん

性胸膜肥厚の拡がりと肋横角の消失について検討した結果、肺活量の低下は有意に

呼吸困難度及び胸膜異常所見の程度と相関が見られた、と報告している。

Keeら(1996)8は石綿の職業ぱく露を受けた 1，150人のうち、胸部CTでぴまん

性胸膜肥厚所見を確認した 84人中の 53人と、年齢をあわせた同集団の中から CT

でぴまん性胸膜肥厚の所見のない 53人を対照に選び、呼吸機能検査成績を比較し

た結果、努力性肺活量の有意の低下、並びに肺拡散能の有意 (p=0.002)の低下を

認めたが、 1秒率の差は認めなかった、と報告している。

Yatesら(1996)9は、石綿ぱく露歴のあるぴまん性胸膜肥厚症例の平均8年間の呼

吸機能検査成績の変化を観察した結果を報告している。対象はロンドン呼吸器疾患

医学委員会(LondonMedical Boardirig Center for Respiratory Disease、以前の中央

じん肺審査会 CentralPneumoconiosis Pan巴1)で中等度以上のびまん性胸膜肥厚と

診断された 64人で、そのうち 36人については平均 8.9年後の呼吸機能検査も調べ
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ることができた。 64人の初回の呼吸機能検査では、%努力性肺活量は 77%、%全

肺気量 71%、対標準 1秒量 62%で有意(p<0.001)に予測値より低く、残気量(RV)

は 90%、肺拡散能は 74%でやや低かった(p<0.05)ものの、測定時の肺胞気量で補

正すると 104%となり低下はみられなかった。追跡調査ができた 36人を喫煙別に

年当たりの変化をみると、 1秒率及び肺活量の減少は現喫煙者及び過去喫煙者の方

が非喫煙者に比べて大きかった。著者らは石綿によるぴまん性胸膜肥厚は、努力性

肺活量と対標準 1秒量のみが有意に減少すると結論している。

石綿ぱく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会(2003)10において検

討された 15例のぴまん性胸膜肥厚症例の呼吸機能検査では、%肺活量は平均値

57.7%、中央値 61.5%(20.0%-96.7%)であったが、 1秒率は平均値 76.8%、中

央値 74.6%(58.3%-100%)であった。

ヘルシンキで開催された専門家会議のコン泡ンサスレポード(1997)11では、「び

まん性胸膜肥厚は軽度の、稀には申等度若しくは重症の拘兼性呼吸機能障害と関連

する。」、「びまん性胸膜肥厚は高濃度のぱく露レベルが必要だろう。』とも述べて

いる。

アメリカ胸部学会(AmericanThoracic Sdeiety)の2003隼 12月 12日の公式声明

(2004)12でも、石綿によるぴまん性胸膜肥厚は胸膜プラhークに比べて呼版機能の有

意な影響を及ぼしうるとし、努力性肺活量の低下は壁側胸膜と臓側胸膜の癒着によ

るものであり、比較的肺拡散能が維持されたままの拘束性換気障害は特徴的である、

と述べている。

これまでの諸家の見解をとりまとめると、石綿によるびまん性胸膜肥厚(di仔use

pleural thickening)の呼吸機能検査では、拘束性換気障害を呈するとされる。
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3.ぴまん性胸膜肥厚による著しい呼吸機能障害の僻価について

(1)肺活量及び1秒率の正常予測値について

肺活量及び 1秒率の正常予測値については、「じん肺法におけるじん肺健康診

断等に関する検討会』報告書 (2010)13で述べられているように、これまで外国

人のデータを基にした Baldwinらによる予測式が用いられてきた。しかし、 80

歳以上の高齢者が含まれないこと、用いられた背臥位の肺活量は座位又は立位の

肺活量に対して低いことから、労災保険におけるぴまん性胸膜肥厚による著しい

呼吸機能障害の判定においても、 80歳以上を含めた日本人データを基に日本呼

吸器学会が 2001年に提案した予測式を用いることが適当である(日本呼吸器学

会肺生理専門委員会.2001、じん肺法におけるじん肺健康診断等に関する検討会，

2010、中央環境審議会.2010、木村ら.2006、青木ら.2010)14，13凡 16，170

日本呼吸器学会が提案した肺活量及び 1秒量の正常予測値の予測式とは以下

のとおりである。

① 肺活量

男性・ 0.045x身長 (cm)ー0.023x年齢ー2.258 (L) 

女性:0.032x身長 (cm) ー 0.018x年齢-1.178 (L) 

② 1秒量

男性:0.036x身長 (cm) ー 0.028x年齢-1.178 (υ 

女性 0.022x身長 (cm)ー0.022x年齢ー0.005 (L) 

最近では閉塞性換気障害の重症度判定は 1秒率と、対標準1秒量の両者をもっ

て行うのが一般的である(日本呼吸器学会COPDガイドライン第3版作成委員会，

2009)18。

(2 )石綿によるぴまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害の判定方法について

ぴまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害は、上記で述べたとおり、拘束性換気障

害を呈するものであることから、労災保険におけるぴまん性胸膜肥厚による著し

い呼吸機能障害の判定についても%肺活量が 60%未満である場合をもって、著

しい呼吸機能障害があると判定することが適当である。

右綿によるぴまん性胸膜肥厚では、拘束性換気障害に閉塞性換気障害を合併

(混合性換気障害)するかどうかについては統ーした見解は出ていない。 Cotes

ら (1988)19は 172名の石綿関連疾患及び疑い例の胸部エックス線検査と呼吸

機能検査所見から胸膜肥厚は努力性肺活量と 1秒景の低下を伴うが、閉塞性換気

障害の指標である 1秒率は関連しないと報告している。しかし、対象者全員の 1

秒率の平均値が 65.3%と正常下限の 70%より低〈、閉塞性換気障害を合併した
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者が対象に多く含まれているものと思われる。Schwartzら(1993)20もぱく露歴の

ある 60人を対象に、胸部エックス線所見から、異常所見なし、石綿肺、胸膜線

維化、石綿肺+胸膜線維化の4群で呼吸機能を比較しているが、胸膜線維化は拘

束性換気障害が有意であるが、 1秒率は 4群で差を認めなかったと述べている。

しかし、対象の多くは喫煙者であり、かつ、胸膜線維化と診断した群の 1秒率の

平均値は 68.0%であった。このことは、 Cotesら (1988)叩の報告同様に閉塞

性換気障害の者が対象に多く含まれていたことを意味している。石綿ぽ〈露労働

者に発生した疾病の認定基準に関する検討会 (2003)叩においても 15例のぴま

ん性胸膜肥厚症例の 1秒率は平均 76目8%(58目3%-100%)であったことから(既

述)、ぴまん性胸膜肥厚症例の中に 1秒率が 70%未満の閉塞性換気障害の者がい

ると思われる。

胸膜肥厚と呼吸機能に関するその他の研究報告をみると、は巳めから閉塞性換

気障害患者を除外して、胸膜病変の程度と拘束性換気障害の程度を比較検討して

いる場合が多い。すなわち、 AIJaradら (1991)21は1秒率が 70%以上でかつC

Tで胸膜病変のみを確認した症例で呼吸機能検査を行い、努力性肺活量や全肺気

量の低下、すなわち拘束性換気障害が胸膜病変の程度と相、閉することを提示した。

当然ながら閉塞性換、気障害の有無についての記載はない。向様に McGavinら

(1984)7や Yatesら(1996)9も1秒率の低下した症例を除いて検討している。ただ

し、 Yatesら (1996)9は8-9年の経過で 1秒率は変化しなかったと報官してい

ることから、閉塞性換気障害がこの観察期間内に進行しなかったことは興味深い。

また、 Bourbeauら (1990)22も拘束性換気障害のみに着目し、 1秒率について

は一切検討していない。

進行した珪肺症については肺気腫が合併症のひとつであることは知られてい

る(Kinsellaら， 1990、Weilら， 1994、Parkes，1994)23.24.25。しかし、石綿による

ぴまん性胸膜肥厚の場合に右綿ぱく露が肺気躍の危険因子のひとつであるとい

う報告はこれまでのところないようである。石綿ぱく露によって s巾allairway 

diseaseとの関連は指摘されているが、臨床における有意な影響はこれまでのと

ころ不明である(Churg，1998)26。ところで、 Beginら(1995)27は生涯非喫煙者の

石綿労働者で石綿肺所見(1/0以上)のない8人の中に肺気腫の者が1人いたと報

告している。また Huuskonenら(2004)28は高濃度石綿ぱく露者(石綿吹付け作

業者、石綿含有断熱材の除去作業者)は喫煙量喫煙量に差がないのにもかかわら

ず他の石綿ぱく露者に比べて胸部CTでの肺気腫所見の頻度及び程度が高いこ

とを報告しており、肺気腫における石綿の役割については吏に調査が必要と述べ

ている。

このように、石綿によるぴまん性胸膜肥厚については、閉塞性換気障害の合併、

すなわち混合性換気障害の有無については、今のところ定まった知見はないと思
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われる。

以上のことから、石綿によるぴまん性胸膜肥厚の事案には、石綿肺の所見もな

く、%肺活量がそれほど低下していないにもかかわらず呼吸機能が低下する場合

も想定される。したがって、%肺活量が 60%を超えている場合であっても、%

肺活量が 80%未満である場合のうち、一定の閉塞性換気障害や低酸素血症の状

態が認められるものについては、現時点では暫定的に著しい呼吸機能障害がある

と判定することが望ましい。

具体的な判定方法をまとめると以下のとおりである。

(1) %肺活量 (%VC)が60%未満であること

又は、

(2) %肺活量 (%VC)が60%以上 80%未満であって、

① 1秒率が 70%未満であり、かつ、 %1秒量が50%未満であること

又は、

② 動脈血酸素分圧(史星ili)が60Torr以下であること、又は、肺胞気動脈;

血酸素分圧較差 (A毘002)の著しい聞大が見られること j 

注)その他の呼吸機能検査結果が提出された場合には参考とする。 j

し… m ……………………………………… i

ここで、 r%VCが60%未満』、 r%VCが60%以上 80%未満J及び rAa002

の著しい聞大」はじん肺法で用いられている基準 13を、 r1秒率が 70%未満』は

閉塞性換気障害の一般的基準を、「かつ、 %1秒量が 50%未満」は COPOの病期

分類で「重症」に相当する基準 18を、 rp呈Q止が60Torr以下J(室内空気吸入下)

は呼吸不全に相当する基準 29を意味する。

なお、上記(2)の①又は②については、実際の検査数値がそれらにわずかに満

たないものである場合であっても、その他の呼吸機能検査の結果(運動負荷時の

呼吸困難を評価する指標、自覚的呼吸困難度を評価する指標等)が提出された場

合や、これまでの経過等総合的な評価でもって著しい呼吸機能障害の判定を行う

運用が望ましい。

(3 )著しい呼吸機能障害の判定に当たっての留意点

びまん性胸膜肥厚の著しい呼吸機能障害の判定に当たっては、以下の点に留意

することが必要である。

一般に、呼吸機能障害(スパイロメトリーによる検査、フローボリューム

曲線の検査)は、検者が適切に指示を行い、被検者の十分な理解と協力を得
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なければならない。検査結果の妥当性と再現性を確保するためには、日本呼

吸器学会のガイドライン 30，31に従い、検査は最低3回実施し、このうち最も

良好な結果を採用することが必要である。さらに、判定の際は、呼吸機能検

査や血液ガス測定の結果が記録されたグラフ、検査報告書等の提出を求めて、

これを確認することが必要である。

びまん性胸膜肥厚以外の他の疾病が合併することにより呼吸機能が修飾さ

れている可能性がある場合には、医療機関において得られた呼吸機能検査結

果だけでなく、胸部CT等の諸検査の成績も含めて総合判断し、当該疾病に

よる著しい呼吸機能障害があると判断される場合は補償・救済の対象とする。

ただし、気胸や良性石綿胸水など急性の疾病が合併している場合は、状態が

落ち着いた後に行われた呼吸機能検査結果を評価すること。

ぴまん性胸膜肥厚の所見が認められる場合であっても、第 1型以上のじん

肺(石綿肺を含む。)の所見が認められる場合には、じん肺法に基づいた取り

扱いをすることとなること。
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4.その他

石綿によるぴまん性胸膜肥厚については、胸部CTの有用性を含めて、最近の医

学的知見等を踏まえ、厚さや広がりに関する要件、呼吸困難度の評価方法等、今後、

本検討会において更に検討すべきと考える。
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 都道府県労働局長 殿 

 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（公印省略） 

 

 

石綿による疾病の認定基準について 

 

 

石綿による疾病の認定基準については、平成 18 年 2 月 9 日付け基発第 0209001

号（以下「平成 18 年通達」という。）により指示してきたところであるが、今般、

「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」の検討結果を踏まえ、下記のとお

り認定基準を改正したので、今後は本認定基準に基づき業務上外を判断されたい。 

なお、本通達の施行に伴い、平成 18 年通達及び平成 18 年 3 月 17 日付け基発第

0317010 号「特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について」は廃止する。 

 

記 

 

第１ 石綿による疾病と石綿ばく露作業 

１ 石綿による疾病 

  石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。 

(1) 石綿肺 

(2) 肺がん 

(3) 中皮腫 

(4) 良性石綿胸水 

(5) びまん性胸膜肥厚 

２ 石綿ばく露作業 

  石綿ばく露作業とは、次に掲げる作業をいう。 

(1) 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採

掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業 

(2) 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 

資料② 
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(3) 次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業 

ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品 

イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、

石綿円筒等のセメント製品 

ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリ

ング、ガスケット（パッキング）等に用いられる耐熱性石綿製品 

エ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品 

オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の

石綿製品（電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。）又は電解

隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品 

(4) 石綿の吹付け作業 

(5) 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修

作業 

(6) 石綿製品の切断等の加工作業 

(7) 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補

修又は解体作業 

(8) 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業 

(9) 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク（滑石）等）等の取扱い作業 

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じ

んのばく露を受ける作業 

(11) (1)から(10)までの作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業 

 

第２ 認定要件 

１ 石綿肺（石綿肺合併症を含む。） 

石綿ばく露作業（第１の２の(1)から(11)までに掲げる作業をいう。以下同じ。）

に従事しているか又は従事したことのある労働者（労働者災害補償保険法（昭和

22 年法律第 50 号）第 33 条に規定する特別加入者を含む。以下「石綿ばく露労働

者」という。）に発生した疾病であって、じん肺法（昭和 35 年法律第 30 号）第

４条第２項に規定するじん肺管理区分が管理４に該当する石綿肺又は石綿肺に合

併したじん肺法施行規則（昭和 35 年労働省令第６号）第１条第１号から第５号ま

でに掲げる疾病（じん肺管理区分が管理４の者に合併した場合も含む。）は、労

働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23 号）別表第１の２（以下「別表第１

の２」という。）第５号に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。 

２ 肺がん 

石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の(1)から(6)までのい

ずれかに該当するものは、最初の石綿ばく露作業（労働者として従事したものに

限らない。）を開始したときから 10 年未満で発症したものを除き、別表第１の２

第７号７に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。 
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(1) 石綿肺の所見が得られていること（じん肺法に定める胸部エックス線写真の

像が第１型以上であるものに限る。以下同じ。）。 

(2) 胸部エックス線検査、胸部ＣＴ検査等により、胸膜プラークが認められ、か

つ、石綿ばく露作業への従事期間（石綿ばく露労働者としての従事期間に限る。

以下同じ。）が 10 年以上あること。ただし、第１の２の(3)の作業に係る従事

期間の算定において、平成８年以降の従事期間は、実際の従事期間の１／２と

する。 

(3) 次のアからオまでのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従

事期間が１年以上あること。 

ア 乾燥肺重量 1g 当たり 5,000 本以上の石綿小体 

イ 乾燥肺重量 1g 当たり 200 万本以上の石綿繊維（5μｍ超） 

ウ 乾燥肺重量 1g 当たり 500 万本以上の石綿繊維（1μｍ超） 

エ 気管支肺胞洗浄液 1ml 中５本以上の石綿小体 

オ 肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維 

(4) 次のア又はイのいずれかの所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業の従事期間

が 1 年以上あること。 

ア 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が

認められ、かつ、胸部ＣＴ画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認さ

れるもの。 

胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれか

に該当する場合をいう。 

(ｱ) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、

肋横角の消失を伴わないもの。 

(ｲ) 両側側胸壁の第６から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称

性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 

イ 胸部ＣＴ画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部ＣＴ画像上、

胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側

の１／４以上のもの。 

(5) 第１の２の石綿ばく露作業のうち、(3)のア、イ若しくは(4)のいずれかの作

業への従事期間又はそれらを合算した従事期間が５年以上あること。ただし、

従事期間の算定において、平成８年以降の従事期間は、実際の従事期間の１／

２とする。 

(6) 第２の４の要件を満たすびまん性胸膜肥厚を発症している者に併発したも

の。 

３ 中皮腫 

石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、

次の(1)又は(2)に該当するものは、最初の石綿ばく露作業（労働者として従事し

たものに限らない。）を開始したときから 10 年未満で発症したものを除き、別表
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第１の２第７号７に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。 

(1) 石綿肺の所見が得られていること。 

(2) 石綿ばく露作業の従事期間が 1 年以上あること。 

４ びまん性胸膜肥厚 

石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、次の(1)から(3)まで

のいずれの要件にも該当する場合には、別表第１の２第４号７に該当する業務上

の疾病として取り扱うこと。 

(1) 胸部ＣＴ画像上、肥厚の広がりが、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の１

／２以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の１／４以上あるものであること。 

(2) 著しい呼吸機能障害を伴うこと。 

この著しい呼吸機能障害とは、次のア又はイに該当する場合をいうものであ

ること。 

ア パーセント肺活量（％ＶＣ）が 60％未満である場合 

イ パーセント肺活量（％ＶＣ）が 60％以上 80％未満であって、次の(ｱ)又は

(ｲ)に該当する場合 

(ｱ) 1 秒率が 70％未満であり、かつ、パーセント 1 秒量が 50％未満である場

合 

(ｲ) 動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）が 60Ｔｏｒｒ以下である場合又は肺胞気動

脈血酸素分圧較差（ＡａＤＯ２）が別表の限界値を超える場合 

(3) 石綿ばく露作業への従事期間が３年以上あること。 

 

第３ 認定に当たっての留意事項 

１ 肺がん関係 

(1)  第２の２の(3)のアに示す乾燥肺重量１ｇ当たりの石綿小体の数について

は、標準的な方法（現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環

境再生保全機構発行の「石綿小体計測マニュアル（第２版）」に示された方法）

により計測されたものを用いること。 

(2) 第２の２の(3)のオに示す「肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維」の所見と

は、通常、プレパラート上に作成された肺組織の薄切り試料の中に石綿小体又

は石綿繊維が光学顕微鏡で確認された場合をいうものであること。 

(3) 第２の２の(4)のアにおける「胸膜プラークと判断できる明らかな陰影」の所

見については、別添１（「胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断

できる明らかな陰影」に係る画像例及び読影における留意点等）の内容に則し

て判断されるべきものであること。 

２  中皮腫関係 

中皮腫は診断が困難な疾病であるため、臨床所見、臨床検査結果だけではなく、

病理組織検査結果に基づく確定診断がなされることが重要である。確定診断に当

たっては、肺がん、その他のがん、結核性胸膜炎、その他の炎症性胸水などとの
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鑑別が必要となる。 

このため、中皮腫の業務上外の判断に当たっては、病理組織検査記録等も収集

の上、確定診断がなされているかを必ず確認すること。 

なお、病理組織検査が行われていない事案については、改めて病理組織検査に

基づく確定診断が行われるようにし、それが実施できないものであるときは、体

液腔細胞診、臨床検査結果（腫瘍マーカーを含む。）、画像所見、臨床経過、他

疾患との鑑別を踏まえて診断が行われるようにすること。 

３ びまん性胸膜肥厚関係 

(1) びまん性胸膜肥厚は、胸郭の臓側胸膜に炎症があり、それが壁側胸膜に波及

し、両者がゆ着している病態のうち、石綿ばく露を原因として生じたものをい

うが、びまん性胸膜肥厚の診断は、別添２（「びまん性胸膜肥厚｣の診断方法）

の内容に則して行われるべきものであること。 

(2) びまん性胸膜肥厚と同様の病態、すなわち胸郭の臓側胸膜に炎症があり、そ

れが壁側胸膜に波及し、両者がゆ着している病態は、臨床上、以下に示すよう

な石綿による疾病以外の肺疾患等に伴いよくみられるものであることから、び

まん性胸膜肥厚の業務上外の判断に当たっては、その診断根拠となった臨床所

見、臨床経過、臨床検査結果等の資料を収集し、石綿ばく露を原因として生じ

たものとの診断が適切になされていることを確認すること。 

ア 感染症（細菌性膿胸、結核性胸膜炎） 

イ 膠原病（リウマチ性胸膜炎ほか） 

ウ 薬剤性線維性胸膜炎 

エ 放射線治療（後） 

オ 外傷性血胸 

カ 冠動脈バイパス術等の開胸術（後） 

キ 尿毒症性胸膜炎 

ク 悪性腫瘍 

(3) びまん性胸膜肥厚について、著しい呼吸機能障害を伴うものであるか否かを

判定する際に、「パーセント肺活量（％ＶＣ）」並びに「1 秒率」、「パーセ

ント 1 秒量」、「動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）」及び「肺胞気動脈血酸素分圧

較差（ＡａＤＯ２）」（以下「1 秒率等」という。）の各指標を用いる意義は、

それぞれ次のとおりであること。 

ア パーセント肺活量（％ＶＣ） 

パーセント肺活量（％ＶＣ）は、肺活量の正常予測値に対する実測値の割

合（％）で示される指標である。 

びまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害は、通常、拘束性換気障害を呈する

ものであることから、拘束性換気障害の程度を評価する指標としてこれを用

いる。 

なお、肺活量の正常予測値は、2001 年に日本呼吸器学会が提案した次の予
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測式により算出する（次のイの予測式も同様である。）。 

［予測式］ 

男性：0.045×身長（ｃｍ）－0.023×年齢－2.258（Ｌ） 

女性：0.032×身長（ｃｍ）－0.018×年齢－1.178（Ｌ） 

イ 1 秒率等 

1 秒率は、努力肺活量に対する１秒間の呼出量（1 秒量）の割合（％）で示

される指標であり、また、パーセント 1 秒量は、1 秒量の正常予測値に対す

る実測値の割合（％）で示される指標である。 

現段階では、びまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害について、拘束性換気

障害に閉塞性換気障害が合併することがあり得ることも否定できないことか

ら、閉塞性換気障害の程度を評価する指標としてこれらを用いる。 

［予測式］ 

男性：0.036×身長（ｃｍ）－0.028×年齢－1.178（Ｌ） 

女性：0.022×身長（ｃｍ）－0.022×年齢－0.005（Ｌ） 

さらに、動脈血酸素分圧（ＰａＯ２）は、低酸素血症の程度を示す指標で

あり、肺胞気動脈血酸素分圧較差（ＡａＤＯ２）は、ガス交換障害の程度を

示す指標であり、びまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害の程度を判定するた

めの補完的な指標として用いる。 

４ 特別遺族給付金に係る対象疾病の認定について 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第４号）に基づく特別

遺族給付金の認定における疾病の特定及び死亡の原因の判断については、上記２

及び３にかかわらず、特別遺族給付金の支給請求書に添付された死亡診断書等の

記載事項証明書等の記載内容により判断すれば足りるものであること。 

ただし、死亡の原因の判断については、石綿肺（石綿肺合併症を含む。）、中

皮腫、肺がん及びびまん性胸膜肥厚に限るものであること。 

５ 本省協議 

以下の事案については、関係資料を添えて本省に協議すること。 

(1) 肺がん 

ア 最初の石綿ばく露作業を開始したときから 10 年未満で発症したもの（第２

の２のいずれかの要件に該当するものに限る。）。 

イ  第２の２の(2)において、胸膜プラークは認められるものの、石綿ばく露作

業への従事期間が 10 年に満たないもの（ただし書きが適用された結果、算定

した従事期間が 10 年に満たないものを含む。）。 

ウ 乾燥肺重量 1g当たり 1,000本以上 5,000本未満又は気管支肺胞洗浄液 1ml

中１本以上５本未満の石綿小体が認められるもの。 

エ 第２の２の(3)又は(4)のいずれかの所見は得られているが、石綿ばく露作

業への従事期間が 1 年に満たないもの。 

オ 第２の２の(5)のただし書きが適用された結果、算定した従事期間が５年に
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満たないもの。 

(2) 中皮腫 

ア 胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜以外の中皮腫と診断されたもの。 

イ 第２の３の(1)又は(2)に該当するが、最初の石綿ばく露作業を開始したと

きから 10 年未満で発症したもの。 

ウ 第２の３の(1)及び(2)のいずれにも該当しないもの。 

(3) 良性石綿胸水 

全事案 

(4) びまん性胸膜肥厚 

第２の４の(1)及び(2)の要件に該当するが、(3)の要件に該当しないもの。 

(5) その他の疾病 

第２で認定要件を定めていない疾病で、石綿により発症したものとして請求

があったもの。 
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別表 

年齢
（歳）

限界値
（Torr）

年齢
（歳）

限界値
（Torr）

21 28.21 51 34.51

22 28.42 52 34.72

23 28.63 53 34.93

24 28.84 54 35.14

25 29.05 55 35.35

26 29.26 56 35.56

27 29.47 57 35.77

28 29.68 58 35.98

29 29.89 59 36.19

30 30.10 60 36.40

31 30.31 61 36.61

32 30.52 62 36.82

33 30.73 63 37.03

34 30.94 64 37.24

35 31.15 65 37.45

36 31.36 66 37.66

37 31.57 67 37.87

38 31.78 68 38.08

39 31.99 69 38.29

40 32.20 70 38.50

41 32.41 71 38.71

42 32.62 72 38.92

43 32.83 73 39.13

44 33.04 74 39.34

45 33.25 75 39.55

46 33.46 76 39.76

47 33.67 77 39.97

48 33.88 78 40.18

49 34.09 79 40.39

50 34.30 80 40.60

肺胞気動脈血酸素分圧較差（AaDO2）限界値

注）　AaDO2が各年齢の限界値を超える場合に著しい呼
吸機能障害があると判定する。
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別添１ 

 

「胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影」 

に係る画像例及び読影における留意点等 

 

１「胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影」に係る

画像例 

(1) 「両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横

角の消失を伴わないもの。」に係るもの－図 1 及び写真 1、2 

 

 図 1 典型的な種々の横隔膜部石灰化像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考写真 1 典型的石灰化胸膜プラークの一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     両側横隔膜に太い線状の石灰化陰影が認められ、肋横角は消失していない。 
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参考写真 2 写真 1 の右拡大図 
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(2) 「両側側胸壁の第 6 から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限

局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。」に係るもの－写

真 3、4 

 

  参考写真 3 側胸部にみられる非石灰化胸膜プラーク例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両側側胸壁の第 6 から第 10 肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性

胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わない。 
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  参考写真 4 写真 3 の右拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 胸部 CT 画像における胸膜プラークの広がりに関する計測方法 

胸部 CT 画像での胸膜プラークの広がりは、左右いずれか一側の胸部 CT 画像にお

いて最も広範囲に胸膜プラークが描出されたスライスを選択し、胸壁内側の長さを

4 等分し、胸膜プラークの広がりが 1/4 以上であるか否かを計測する。一側胸壁の

範囲は、腹側は胸骨縁から背側は肋骨起始部に至るまでの胸壁内側とする(写真 5)。

胸膜プラークが複数ある場合(同一スライスで縦隔胸膜に認められる胸膜プラーク

を含む。)は、各胸膜プラークの範囲を合計する(写真 6)。 
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  参考写真 5  胸膜プラークの CT 画像における胸壁内側の拡がりの測定法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  胸壁内側の長さの 4 等分を示す。 

 

 参考写真 6 CT 画像における胸膜プラークの広がりの実測例 

      

胸膜プラークの広がりが、同一スライスの胸壁内側の長さの 1/4 以上か否かを計

測する。この例では、4 個の胸膜プラーク(写真中に図示)を合計した範囲は 1/4 以

上と判断される。 
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３ 胸部画像の撮像条件及び胸膜プラークの読影における留意点 

(1)  胸部正面エックス線写真及び胸部 CT の撮像条件について 

胸部正面エックス線写真は、じん肺健康診断における撮影条件(じん肺診査ハン

ドブック)に基づいて適切な条件のもとに撮影されたもので読影に供されるべき

である。DR 写真、CR 写真については、「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決

定における DR(FPD)写真及び CR写真の取扱い等について」の一部改正について(基

安労発 1216 第 1 号、平成 22 年 12 月 16 日)及び「じん肺健康診断及びじん肺管理

区分の決定における DR(FPD)写真及び CR 写真の取扱い等について」の一部改正に

ついて(基安労発 0926 第 3 号、平成 23 年 9 月 26 日)に基づいて撮像されたもので

あること。 

胸部 CT は、背臥位又は腹臥位で深吸気位にて撮像する。画像は、できれば 5 mm

幅、5 mm 間隔が望ましい。機種にもよるが、おおむね肺野条件(window level－

600～－700HU、window 幅 1,000～2,000HU)と縦隔条件(window level 0～50HU、

window 幅 300～500HU)の範囲内で、使用する機器に応じた条件で表示する。胸膜

プラークが疑われる場合には、可能な限り高分解能 CT(HRCT)を行うのが望まし

い。なお、早期の石綿肺の検出には腹臥位がよい。 

 

(2) 胸膜プラーク読影における留意点 

胸膜プラークは、石綿ばく露に起因する壁側胸膜の線維性組織の増生からなる

変化で、限局性の平板状隆起を示す。通常は両側に多発するが、肺尖部や肋横角

部近辺にはみられない。 

胸部正面エックス線写真で肋横角の消失がある場合には、結核性胸膜炎や膿胸

などの胸膜疾患の後遺症の可能性がある。このため、肋横角の消失がある側では

胸膜プラークの有無についての診断は行わない。 

胸部正面エックス線写真での側胸壁内側の胸膜肥厚所見については、胸筋によ

る陰影、胸膜下脂肪組織による陰影、肋骨随伴陰影(肋間筋、脂肪組織)との鑑別

が必要である。これらは、両側で左右対称性の陰影として描出される場合が多い。

また、古い肋骨々折後の化骨像や胸壁腫瘍などが胸膜プラークと混同される場合

がある。胸膜プラークによる側胸壁内側の胸膜肥厚は、限局性で左右の形状は非

対称性であり、内部に石灰化を伴う場合もある。 

胸部 CT 画像上の胸膜プラークは、壁側胸膜の限局性肥厚を示す所見である。縦

隔条件で肥厚の境界部が明らかで、かつ、肥厚部分の陰影濃度(CT 値)が胸筋と比

べて同等又はそれ以上であることが確認できるものとする。また、縦隔条件ばか

りでなく肺野条件も用いて肺野の変化に伴う胸膜の肥厚でないことを確認する。

胸膜プラークと紛らわしい脂肪や肋間静脈の肥厚像を例示する(写真 7,8)。 
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参考写真 7 胸膜プラークと見誤りやすいものの一例（脂肪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考写真 8 胸膜プラークと見誤りやすいものの一例（肋間静脈） 
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別添２ 

 

「びまん性胸膜肥厚」の診断方法 

 

「びまん性胸膜肥厚」の診断は、画像による以外に有効なものはなく、専ら胸部エ

ックス線写真、胸部 CT 画像の読影によることとなる。石綿ばく露以外の原因による疾

患との鑑別がなされ、かつ石綿の職業ばく露歴が認められることを前提に以下の画像

診断を行うことが適当である。 

 

１ 胸部エックス線写真による診断 

びまん性胸膜肥厚の診断に関し、レントゲン学的にさまざまな定義が試みられてい

るが、国際的に統一されたものはなく、2000 年の ILO 国際じん肺標準フィルムによ

るびまん性胸膜肥厚の定義は、厚さが 3mm以上としている。しかし、厚さや広がりだ

けで、びまん性胸膜肥厚と、胸膜外脂肪組織との鑑別ができないのも事実である。ま

た、融合した胸膜プラークとの鑑別もできない。 

他方、肋横角（costophrenic angle）の消失（obliteration）をびまん性胸膜肥厚

の所見とした場合には、肋横角消失を伴わない非常に稀なびまん性胸膜肥厚例が除外

されるが、読影者間のばらつきが極めて小さくなるという意味で有用である。胸部

CT 画像所見に基づく精査を踏まえた結果においても、肋横角の消失による定義の方

が一定の厚みと広がりによる定義よりも信頼性が高いとされており、胸部エックス線

写真上の定義としては、肋横角の消失の方が最近では重要視されている。 

ただし、胸部エックス線写真では、びまん性胸膜肥厚が十分に疑われるものであ

りながら肋横角の消失が認められない症例や胸膜外脂肪組織や融合した胸膜プラ－

クとの鑑別が必要な症例もあることから、胸部 CT 画像による診断を併せて行うべき

である。 

 

２ 胸部 CT画像 

多くの研究報告によれば、胸部エックス線写真と比べて、胸部 CT 画像は胸膜プラ

ークやびまん性胸膜肥厚の所見、さらには軽度の肺線維化の所見を検出し、胸膜外脂

肪との鑑別にはるかに有用であることは明らかである。我が国での CT 機器の普及を

考慮すると、胸部エックス線写真による診断と胸部 CT 画像による診断を併せて評価

するべきである。 

なお、胸部 CT 画像による診断においては、胸膜がびまん性に肥厚している状態を

確認するとともに、胸膜プラークの有無のチェックも重要である。 
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○（参考画像）びまん性胸膜肥厚の胸部エックス線写真及び胸部 CT画像例 
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基労補発０５２２第１号 

平成２４年５月２２日 

 

 

都道府県労働局労働基準部長 殿 

 

 

                           厚生労働省労働基準局 

労災補償部補償課長 

 

 

石綿確定診断等事業について 

 

 

標記事業の実施については、平成２１年７月２８日付け基労補発 0728 第 1 号「石綿

確定診断等事業の実施について」（以下「２１年内かん」という。）により指示してき

たところであるが、今般、「石綿による疾病の認定基準について」（平成２４年３月２９

日付け基発 0329 第 2 号）が発出されたことに伴い、標記事業について下記のとおり所要

の改正をしたので、その的確な運用に遺漏なきを期されたい。  

本内かんの施行に伴い、２１年内かん及び「石綿確定診断等事業の運用に当たり留意

すべき事項について」（平成２１年７月２８日付け厚生労働省労働基準局労災補償部補

償課職業病認定対策室長名事務連絡）は廃止する。 

 

 

記 

 

 

１ 石綿確定診断等事業の目的  

  中皮腫等の石綿関連疾患に係る労災認定においては、各種の検査結果に基づく石綿

関連疾患であることの確定診断や、胸膜プラークの有無、石綿小体の本数等の医学的

な所見が不可欠である。そこで、これらの診断等を的確に実施し、迅速・適正な労災

認定を図るため、委託事業として、高度な専門知識と豊富な経験を有する複数の専門

家による石綿関連疾患の確定診断等を実施する（以下「石綿確定診断等事業」という。）

ものである。  

 

２ 石綿確定診断等事業での実施事項  

  受託者は、複数の医学専門家で構成される「石綿確定診断委員会」（以下「委員会」

という。）を設置し、労働基準監督署長（以下「署長」という。）からの依頼等に基

資料③ 
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づき、委員会で以下の事項を実施する。 

 ⑴ 石綿関連疾患についての確定診断 

 ⑵ 石綿関連疾患の認定に必要な医学的所見の有無の確認等  

 ⑶ 石綿小体及び石綿繊維の計測  

   なお、石綿繊維の計測については、石綿小体の計測の結果、委員会が必要である

と判断した場合に、受託者から計測機関に依頼して実施する。 

 

３ 石綿確定診断等の依頼対象 

署長は、次に該当する場合は必ず、受託者に対し確定診断等の依頼を行うこと。  

 ⑴ 確定診断等 

ア 肺がん 

(ｱ)  主治医等による「原発性」であるとする診断に関し、労災医員等による意見

書(以下「医員意見書」という。)において疑義が示されたもの。 

(ｲ) 主治医等による「第１型以上の石綿肺」又は「胸膜プラーク」の所見ありと

する診断に関し、医員意見書において疑義が示されたもの。 

(ｳ) 主治医等による「胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる

明らかな陰影が認められ、かつ、胸部ＣＴ画像により当該陰影が胸膜プラーク

として確認されるもの」に該当するとする診断に関し、医員意見書において疑

義が示されたもの。 

(ｴ) 主治医等による「胸部ＣＴ画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の

胸部ＣＴ画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広

がりが胸壁内側の１／４以上のもの」に該当するとする診断に関し、医員意見

書において疑義が示されたもの。 

イ 中皮腫 

(ｱ)  主治医等による「中皮腫」であるとする診断に関し、医員意見書において疑

義が示されたもの。 

(ｲ)  主治医等による「第１型以上の石綿肺」の所見ありとする診断に関し、医員

意見書において疑義が示されたもの。 

(ｳ)  主治医等において「胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜以外の部位の中皮腫」で

あると診断されたもの。 

ウ 良性石綿胸水 

主治医等において「良性石綿胸水」であると診断されたもの。 

エ びまん性胸膜肥厚 

(ｱ) 主治医等による「びまん性胸膜肥厚」であるとする診断に関し、医員意見書

において疑義が示されたもの。 

(ｲ) 主治医等による肥厚の広がりについての診断に関し、医員意見書において疑

義が示されたもの。 

(ｳ) 主治医等による呼吸機能障害の程度についての診断に関し、医員意見書にお
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いて疑義が示されたもの。 

 ⑵ 石綿小体の計測 

肺がんの事案であって、第１型以上の石綿肺及び胸膜プラークのいずれの所見も

認められず、かつ、石綿小体の計測が行われていないもの（肺組織が採取されてい

るものに限る。）。 

 ⑶ その他 

上記⑴及び⑵のほか、石綿による疾病の認定に関する医学的な事項について、迅

速・適正な事務処理の観点から、本事業に依頼することが適当と判断するもの。  

 

４ 石綿確定診断等の依頼に当たっての留意事項 

⑴ 石綿確定診断等の依頼は、労働局を経由することなく、署長が直接受託者あて別

紙１により書留郵便にて送付するとともに、当該依頼書の写しを当課職業病認定対

策室（以下「職業病認定対策室」という。）あて送付すること。 

なお、石綿確定診断等事業に係る意見書料等については、本省において一括して

支払うこととしているので、労働基準監督署（以下「署」という。）からの意見書

料の支払いは要しないこと。 

⑵ 石綿確定診断等を依頼する際に添付する医学的資料等は次のとおりである。  

なお、以下に示す医学的資料が入手できない場合には、職業病認定対策室に連絡

し、対応について指示を受けること。 

ア 肺がん 

(ｱ)  上記３の⑴のアの(ｱ)に係るもの 

主治医等が原発性であるとした意見書及び労災医員等の意見書のほか、原発

性の診断に係る胸部エックス線写真及び胸部ＣＴ画像、病理組織学的診断報告

書の写し、病理組織標本 

(ｲ) 上記３の⑴のアの(ｲ)に係るもの 

臨床経過の分かる胸部エックス線写真及び胸部ＣＴ画像のすべて 

また、胸腔鏡検査、手術、剖検等で胸膜プラークの所見が得られている場合

は、胸腔鏡検査結果及び当該検査時における画像（写真等）、手術記録及び剖

検記録 

(ｳ) 上記３の⑴のアの(ｳ)及び(ｴ)に係るもの 

主治医の判断の根拠となったものを含め、臨床経過の分かる胸部エックス線

写真及び胸部ＣＴ画像のすべて 

イ 中皮腫 

(ｱ)  上記３の⑴のイの(ｱ)に係るもの 

他疾患との鑑別根拠に係る医証のほか、病理組織学的検査が行われている場

合は、その検査記録、病理組織学的検査が行われていない場合には、胸部エッ

クス線写真、胸部ＣＴ画像、体腔液細胞診、臨床検査結果（腫瘍マーカーを含

む。）及び臨床経過に係る資料 
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(ｲ)  上記３の⑴のイの(ｲ)に係るもの 

臨床経過の分かる胸部エックス線写真及び胸部ＣＴ画像のすべて 

(ｳ)  上記３の⑴のイの(ｳ)に係るもの 

病理組織学的検査記録、胸水細胞診等の体腔液細胞診検査記録、エックス線

写真、ＣＴ画像のほか、臨床所見、臨床経過、臨床検査結果（胸水（CEA、CYFRA、

ADA、ヒアルロン酸値等）、末梢血白血球数及び血小板数、血清 CRP 値等） 

  ウ 良性石綿胸水 

胸水の検査結果（性状、浸出液か漏出液かの鑑別のための検査を含む生化学的

検査、細胞診を含む細胞学的検査、細菌学的検査、CEA、CYFRA、ADA、ヒアル

ロン酸値等）、胸部エックス線写真（正面から撮影したものを必ず含めること。）

及び胸部ＣＴ画像のすべて、胸水貯留をきたす他の疾患の有無を示す医証（既往

歴・現病歴、リウマチ因子等の検査結果等） 

エ びまん性胸膜肥厚 

(ｱ) 上記３の⑴のエの(ｱ)に係るもの 

胸部エックス線写真、胸部ＣＴ画像のほか、臨床所見、臨床経過、臨床検査

結果、他疾患との鑑別根拠等の医証 

(ｲ) 上記３の⑴のエの(ｲ)に係るもの 

胸部エックス線写真及び胸部ＣＴ画像 

(ｳ) 上記３の⑴のエの(ｳ)に係るもの 

スパイロメトリー検査、フロー・ボリューム曲線検査、動脈血ガス測定検査

等の呼吸機能検査結果（チャート図の付いているもの。） 

オ 石綿小体の計測 

医療機関から取り寄せた肺組織（ホルマリン固定組織又はパラフィン包埋組

織） 

⑶ 提出した医学的資料のみでは判断できない場合には、受託者から関係資料の追加

提出の依頼がなされる場合があるので、適切に対応すること。 

 

５ 石綿確定診断等の結果 

委員会における石綿確定診断等の検討結果については、「別紙２ 石綿確定診断委

員会意見書の送付について」により書留郵便にて受託者から当該依頼した署長あて送

付されること。 

また、署から受託者あてに送付した医学的資料についても書留郵便にて返却される

こと。 

 

６ 石綿確定診断等事業における機密保持 

石綿確定診断等事業の実施に当たっては、本省と受託者との間で機密保持契約を締

結しており、受託者において機密保持が担保されていること。 
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７ その他  

  石綿確定診断等事業の受託者については、別途、当課職業病認定対策室長事務連絡

により都道府県労働局労働基準部労災補償課長あて通知されること。  
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石綿小体計測マニュアル
(第2版)

監修:祈I山宣彦、森永謙二

独立行政法人労働者健康福祉機構

独立行政法人環境再生保全機構

置霊童図





石綿IJ、体計測マニュアノレ(第2版)出版に寄せて

この「石綿小体計測マエュアノレ(第2版)Jは、平成20年3月に作成された『石綿小

体計調JマニュアルJを改訂したものです。

石綿による健康被害については、石綿に!まく露されるような仕事が原因であれば労

災保険制度やその他の災害補償制度がありますが、平成17年7月、臨時クボタi日神崎工

場周辺に職業的な石綿ばく露がないにもかかわらず中皮腫を発症した息者の存在が明

らかになったことを受け、政府は、新たな法律(右綿による健康被害の救済に関する

法律)を制定し(平成18年3月に施行)、労災補償等の対象とならない方々に対する救

済給付として医療費等を支給するほか、時効によって労災保険法に基づく遺族補償給

付の支給を受けられない遺族に対しても救済措置を講じることになりました。

この制度の実施に向け、厚生労働省と環境省は、平成17年11月に「石綿による健康

被害に係る医学的判断に関する検討会J(座長:森永謙二)を設置し、救済の対象と

なる疾病の認定基準を検討しました。その検討結果は平成18年2月に取りま色められ

ましたが、石綿による肺がんの認定基準のーっとして、「乾燥肺重量19当たり 5，000本

以上の石綿小体が認められることJが、上述の救済法並びに従来からの労災補償の制

度にともに盛り込まれました。肺組織内の石綿小体は、過去のばく露を推測する上で

重要な知見を提供するものですが、従来から、神山宣彦教授(当時、産業医学総合研

究所)らが、乾燥肺重量19当たりの石綿小体の計測結果を取りまとめて、“職業性石

綿ばくoと石綿関連疾忠一基礎知識と労災補償-"(三信図書、 2002)で述べられてい

ます。石綿小体に係る上記の認定基準は、この神山教授らの報告等を参考にして定め

られたものですが、ベルギーやフランスで行われている方法とほぼ同様であり、へル

シンキ・クライテリアにある基準値を求める方法にも合致しているものです。この計

測の手順等は、既に「石綿ばく露労働者に発生した疾病の認定基準に関する検討会報

告寄J(平成15年8月26日)に“別添参考資料3"として、掲載し、周知を計っていま

した。

この新たな認定基準に肺内石綿小体計測値を採用したことを受けて、翌平成18年度

厚生労働省委託研究「石綿による疾病に係る臨床・病理・疫学等に関する調査研究J

(主任研究者:森永謙二)の研究の一部として、石綿小体計測の精度管理が行われる

とともに、平成19年度の向調査研究においては、石綿小体左して計測するものと計測

しないものを写真化する作業を行い、調査研究報告書どは別に「石綿小体計測マエュ

アノレJとして取りまとめ、硬措労働者健康福祉機構から印刷・発行しました。前述の

「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する検討会」の報告書では“石綿小体、

石綿繊維の計測に関する信額性の高いデータを得るためには、一定の設備を備え、か

っ、 トレーニングを受けたスタッフのいる専門の施設で実施する必要がある。"と述

べています。労災制度及び救済制度において石綿による肺がんの認定を行う上で、石

綿小体の計測が必要になった場合は、この「石綿小体計測マニュアノレJに示された、

標準化された方法で実施する必要があります.



実際の肺内石綿小体の計測は、全国24の労災病院アスベスト疾患センタ}のうち、

各ブロ yク(北海道、東北、関東、中部、関西、中四菌、九州)の拠点となる7か所

のセンター(北海道中央労災病院、東北労災病院、横浜労災病院、旭労災病院、神戸

労災病院、岡山労災病院、長崎労災病院)が中心となって行われています。

労働者健康福祉機構では、このマエュアノレを教材として、平成18年度末から平成21

年度(平成22年度は東日本大貴重災の影響を受けてやむをえず中止)まで、延~60名以

上の受講者を対象に研修を行ってきました。

一方、計測の精度管理のための事業は、平成18-19年度には、厚生労働省の研究の

一部として、側労働安全衛生総合研究所が実施してきましたが、平成20年度からは、

倒環境再生保全機構が引き継いで実施しており、平成22年度においては、 12の検査

施設(北海道中央労災病院、東北労災病院、績浜労災病院、旭労災病院、神戸労災病院、

岡山労災病院、九州労災病院、長崎労災病院、和歌山労災病院、山陰労災病院、山明

宇都医療センター、中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター)の参加を得て

行われています。

こうした精度管理事業を通じて、石綿小体の計測に係る留意点等をより明らかにす

ることができるとともに、精度管玉里事業に参画している施設における計測精度の均て

ん化がはかられました。

平成21-22年度には、我が国では経験例が余り多くなかった気管支肺胞洗浄液

(B証，F) 中の石綿小体計測について、環境省委託業務として「気管支肺胞洗浄液を

用いた石綿小体計測技術の確立に関する調査業務J(代表研究者:神山宣彦)が行わ

れ、「右綿小体計測マニュアルJ(平成20年3月)に記載されたBALF中の石綿小体の

計測方法をより一層充実した内容に改訂しました。(認定基準のーっとして「気管支

肺胞洗浄液1ml当たり5本以上の石綿小体Jがあります。)

以上の精度管理事業や気管支肺胞洗浄液に係る調査業務の成果を受けて、「石綿小

体計測マニュアル」の改訂を計画し、環境再生保全;機綿の平成23年度右綿小体精度管

理事業第1回検討委員会において最終的な取りまとめを行いました。なお、これまで

の「石綿小体計測マニュアノレ」の作成及び改訂の経緯や石綿による健康被害の補償・

救済に係る石綿小体計調uの実態等を踏まえ、この『石綿小体許mq"，エュアル(第2版)J

は、環境再生保全機構と労働者健康福祉機構の共同で出版する運びとなりました。

このマニュアルが石綿小体計測に携わる方々に活用されることを期待します。

末筆になりましたが、この石綿小体計測マニュアノレ(第2版)Jの出版にご協力いた

だいた関係各位にお礼申し上げます。

平成23年10月31日

独立行政法人環境再生保全機構顧問医師森永野二

〔環境省中央環境審議会石綿健康被害判定小委員会前委員長〕

独立行政法人労働者健康福祉機構石綿確定診断委員会 前委員長J
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(1 肺組織中の石綿小体計数方法〉
本章は、石綿lまく露のレベルの評価を目的として人姉組織に残された石綿小体を定量的

に計数する手法を示すものである。

。試料のサ川ングと前処理

(1)試料の種類

1.肺実質組織とそれ以外の組織

人の右綿ぱく露レベルの評価を行うための石綿小体の計数には、非腫軍事部の一定量以上

の肺実質組織を用いる。

肺実質以外の腫療部由、リンパ節、胸膜(胸膜プラ}クを含む)などの組織に存在する

石綿小体に関しては、肺実質と同等の評価法がまだ確立されていないため、石綿小体によ

るばく露評価には不適である。

① E重療部組織は、肺実質に比べて石綿小体および石綿繊維が一般に少ない。

また、次のような試料も、石綿小体を計数して石綿iまく露を評価する本方法には不適で

ある。

.TBLB等で得られた微量の検体

微量のため、組織消化処理が行えず、定量計数用の標本が作製できない。

・病理診断用の未染の薄切標本(スライド)

スライドガラス1<:固定されており、少量で組織消化処理が行えないため、定量用に

は不適当である。

.HE染色標本

上記と同様に定量計数用の標本が作製できなu、なお、 HE染色等の標本を観察し

て、容易に石綿小体が確認できる場合は、高濃度の石綿ぼく露が示唆されるので、

その標本から有意に高い右綿ぼく露があったと評価できる場合がある。

・塗沫標本(胸水細胞診、周年疾)

定量的苦十数が行える標本として作製が難しい。

2.肺実質組織の保存形態

1) ホノレマロン固定組織:肺組織を中性緩衝ホノレマロン@固定したもの。

① <t.性緩衝ホルマロシの使用・ホルマDンはpH4前後の酸性溶液であるため、。ク

リジタイルなどの宥綿繊維はホルマpシ中7で次第に溶解するす能性がある。とれ

を避けるため、 Pン重量緩衝液でpH7:4一千:6穆度に調書官きれた車位緩衝ホJそt?!Iν
を使用するととが望ましい。 . .y  

2) パラフイン包埋組織:肺組織をパラフィン固定したもので、 O.2-0.3cm'以上(乾

燥重量O.05g以上)の組織が必要である由。脱パラフィン処理して、ホノレマ日ン固定

組織と同様に扱う。

CD 腫軍事部を含まない肺実質の体積。複数のヌロ yタ安食わせてこの必要量を:満た

しでもよい。石綿小体の計数値が小さい時t己、 z使用ルだ組織量が沙桜いと誤差の

原因となるため、一定量以上の励実質が必要でお・る。一般~t右綿小体ば腫蕩など
の病変普s分にはあまり存在しないので、ーその部分を用いるのは好ましくなu、。脱
パラフィン処理前にHE染色じた病患切片を作製L.~実質部であるととを確認した
昔日位を使用することが望ましb、。
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(2)サンプリング

曾j検肺

左右の各業から壁側に近い部分の肺実質を計5点採取する。ことが望ましい。そこから

O.5-1g程度ずつの等量を混合して1個の試料として扱う。 1点しか採取できない場合は、

できるだけ下部の末梢組織から2-5g程度採取する。

①採取時の注意:腫蕩等の病変部を含まない部分から採取する。

手術切除肺

腫軍事部を含まない部分で、できるだけ下部の末梢組織から2-5g:程度採取する。

パラフィン包割市

脱パラフィン処理を行い、剖検肺等と同様に扱う。

-脱パラフィン処理の手順

1) カセットから組織を切り離し、組織周囲のパラフィンを除去する。

2) 車M哉を数ミ日帽に切り離す。

3) 切・り離した組織をキシレンに浸し、 24時間以上かけて脱パラフインを行う。

この処理の聞に3-5回、新しいキジレンと交換する。

4) 脱パラフィン化した組織をエタノーノレに浸し、洗持する。

(3) 試料の前処理

l 試料の細切化

サンプDングした組織から、大きな気管支・.血管部分を避けて、正常な肺実質1-2g(ホ

ノレマロン固定組織の場合)をとり、メスで数ミリ角に静岡t却する。

2.試料の秤量操作(湿重量と乾燥重量)

1) あらかじめ風袋重量を精秤した秤量皿に、細切した試料を入れて精秤し、両者の

差から湿重量を求める。

2) 湿重量を求めた試料を、 1100Cの乾燥器@で2-4時間乾燥した後に精秤岳する。試料

を遠沈管に移した後の秤量皿の風袋重量を精秤し、両者の差から乾燥重量を求める。

① 乾燥器:乾燥中の試料汚染を防ぐため、ろ紙等を登にして秤量皿を覆うとよい。

②精相直:原則としてO.Olmg(g単位で小数点以下5桁)までの数値を記録する。

⑫組織消化処理と標本の作製

1.乾燥試料を50皿 l遠沈管。に入れ、組織消化液骨30mr曲を加える。

①遠沈管:ポリエ.チレンまたはガラス製で、密桧できる釜付き遠沈管を使用する.

@組織消化液こクローン99K-200 (ク Pーンケミカル製品、 20%次蕊塩素酸ナト

日ウムと5%水酸化カリウムを含む洗剤)。これ以外lこ5-20%の次亜塩素酸ナト日

。ワムを含む漂白液を使用してもよい。

③ 液量の目安:消化する組織重量が2gを越えるときは、湿重量19lとっき15mlを基

輩に消化液量を増やす。
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2.蓋をした遠沈管を60"Cの乾燥器中に数時間以上申放置し、組織を消化する。

①消化時間:組織残溢の状態を観察レ、組織塊が認められなくなるまで梢似を行う。

3.消化処理の終わった遠沈管を遠心処理由し、上澄を棄却也する。沈殿残溢が多い場合は、

1-2の消化処理を再度行う。

①遠心処理条件:回転数釦OOrpmで30分間。

② 上浸の棄却:遠心分隊機停止後~t.時間を置かず、ピベy ト等を用いて、管底の

沈殿を乱さないように、急激な吸引を避けて上澄を吸引し棄却する。

図1 肺組織処理方法の概要

0.2-2g (湿重量)
混重量と乾燥重量を秤量

クリーン99K-・200、60'C、数時間以上

3000rp也、 30分

蒸留水、S回

メンプランフィノレター (25mm、0.8μ皿、
混合セルロース)に吸，引ろ過

スライドガラスにアセトン蒸気で
貼り付玖カバーガラス封入

図2 細切した組織(左上)、乾燥後の組織(左下)、

遠沈管中の車町裁に組織消化液を加えた状態(下)
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4.遠沈管に蒸留水30mlを加え、残溢を良く分散也させる。存び遠沈し、上澄を棄却する。

との洗浄操作を3回繰返す。

① 分散処理:超音波洗浄機を用いた1分程度の分散処窪または試験管ミキサーなど

による撹持処理を行う。

5.洗浄操作後、精秤した50ro1ガラス瓶?に遠沈管の内容物を全て移し、蒸留水で50ro1に
定容化唱する。

① ガラス瓶:清浄で密栓できる、スタリュ}パイアル等のガラス瓶。

② 定容化の方法:ガラス瓶の風袋重量を精蒋する。ガラス瓶f~試料懸濁液を入れ、
天秤上で液重量が50gとなるまで蒸留水を加え、糟秤する。比重を1として容量に

換算する。

6. ガラス瓶中の懸濁液をi'i持して均質な分散状態とし、ピペット四で1-20皿lの適当量也

を分取し、 50mlコニカルビーカーに移す。

。ピベy ト金量ピペットまたは容量1-10ro1のピベッターを使用する。ピベッ

ターの場合ほ、使用するチyプで蒸留水を吸引し、その重量を精秤し、比重を1と

して分取容量に換算することによって、ピベyターの容量を較豆する。

②分取量:試料重量、組織状態によって分取量は異なる。作製した標本を観察し、

分取量を調節することになる。

7. :::Jニカノレピ}カーに蒸留水20-40mlを加えて希釈し、全量をフィノレター@上に吸引ろ

過する。'

① フィルタ-: 25mm'径、孔径0.8μ血(または0.45μm)の混合セルロ}スメン

プランプイノレター。

8. ろ過したフィルターをよく乾燥由させた後に、メスで半切@する。

① フィJレターの乾燥:ベトロシャーレなどに移し汚染を避けて室温で乾燥させる。

40"C前後の乾燥器で2時間以上乾燥しても良い。乾燥が不十分であると、次のアセ

トシ処理時11:フィルタ}が白濁する原因とな・る。 50t以上のやや高い温度で急速

に乾燥するとフィルターが反るなどして、アセトン処理時のフィルター固定が不

完全となる。

② プイJレタ}の切断:半切せずにフィノレター1枚をスライド観察標本としても良

い。フィノレター1枚を標本とする場合は、フィノレターの直径がスライドガラスI慣と

ほぼ同じであるため、慎重に中，t，>t立置を定め、ト日アセチンの揮発を防ぐために

周囲を封じるなどの注意が必要である.

9.清浄なスライドガラスの上に、試料捕集面を下(ガラス函)に向けてフィルターを載

せ、アセトン蒸気で固定・透明化曲する。

① フィルターの固定:アセトン蒸気発生装置 (Q凶.ckFix""なのを使用する。装

置下部のアセトン吹出し口の直下にフィルターが位置するように、プイJレターを

載せたスライドガラスを挿入する。アセトン200-300μ1(半切フィルターの場合)

をゆっくりと注入し気化させる。フィルター1枚を固定する場合は、関口部の手前

側を別のスライドガラスで覆ってからアセトンを注入し気化させる。
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図3 吸引ろ過器とアスピレーター

図4 吸引ろ過器へのフィルターのマウント

図5 アセトシ蒸気発生装置 図6 半切フィルター(左)、スライドガラス上のフ

イJレター(右上)、透明化後のフィルター(右下)
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10 トリアセチン。を2-3滴滴下し、カパーガラス②を載せ観察標本とする③。

①標本封入剤:トリアセチンは時聞が縫っと恭発し、保存期聞は1ヶ月程度である。

さらに長期間保存するために、エシテランニュー(メノレタ製品)などの、屈折率

が1.5かそれより小さい値の、標本封入弗Jをトリアセチンの代わりに使用しでもよ
u、。

② 対物レンズで指定された厚さのカパーグラス(通常はO.17mm、対物レンズに刻

印されている)を使用する。

③ アセトンで透明化した状態で長く放置すると、フィルターの剥離等がおこり透

明性が劣化Lするととがある。あまり時間をおかずにカパーガラス封入を行うこと

が望ましい。

⑬石綿小体繊維の計数と濃度計算

観察標本に存在している石綿小体(却を位相差顕微鏡により計数する。イ立相差顕微

鏡による石綿繊維については、必要に応じて計数を行う。

1.位相差顕微鏡(接眼10倍、対物40倍)を用いて観察標本中のABを計数する。フィル

ターの全面(原則としてフィルター1枚の全面、 1枚を半切したフイノレター(1/2枚)で

は各々の全面)を観察し、その時のAB数を記録する， ABが多い場合は200本に遣する

までプイノレターを連続的に計数也し、その時の視野数を記録する。

① 視野移動の方法: 視野移動は上下または左右の、言十数者が観察しやすい方向

へ連続して行う.接限レンズに装着したアイピ}スグレ}ティクルの大円を基準

として、大円内部のABを計数する。フィルタ一念爾計数の場合は大円を112ずつず

らしながら、隣の視野へ移動する。視野数で計数する場合は、大円を接するよう

にして隣の視野へ順次移動する。下図(図7)に視野移動の例を示す。

図7 半切フィルター上の視野移動の方法

(実線:全面計数の例、点線:視野数計数の例)
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2.乾燥重量、分取率、 AB数の各データを次式に代入して、 19乾燥重量に対するAB濃度

を計算する。

'C.n =-.B '̂AB 
岨 -FxW

L

ここで、 C油国石綿小体仏B)濃度(本19乾燥肺)

N血=苦十数したAB数(本)

F=分取率(試料被分取率と計数面積比または計数視野数甲、国

から求める。計算例を参照のこと)

WL=肺訴料量(乾燥重量;g) 

① 計数視野数分取率の計算に使用する。半切したフィノレタ』全面を計数した場

合は、商務比を1/2(0.5) ~する。 1枚のフィルター全面を計数した場合は面積比

を1とする。

②有効ろ過面積:フィルター全面でなく計数視野数をもとに濃度許算を行う場合

は、フィルター上に捕集された試料の面積(有効ろ過面積)が必要となる。使用

する吸引る過器のファンネノレ車径またはフィJレターょに捕集した試料の直径を測

定する。

3.検出下限 (DL)値の計算を行う。 DL伎は、その計数において1本のABが検出された

場合の濃度として計算する。

4.必要に応じて、 AB計数と同時に、位相差顕微鏡で観察される繊維@も計数曲すること

が望ましい。繊維濃度の計算出土ABの場合と同じである。

①位相差顕微鏡で見える繊維は比較的大きな繊維であるが、その情報は石綿ぼく

露レベル判定の補助的データとなるので、計数しておくことが望ましい。イ立相差

顕微鏡では繊維の種類は分からないが、宥綿らしき繊維は慣れてくると分かる巴
これらと異なる繊維の多くは、グラスウ}ノレやロックウールのととが多い。

②計数する繊維の基準:長さ6μ血以上、アスペクト比(長さと幅の比)3以上で

長辺が平行な繊維を計数する。

5.計算の笑芸ftl
計算例1)フィルタ-1/2枚ずつの計数

乾燥重量0.0913gの検体を50四lに定容し、そこから5皿 lを分取し、フィルターにろ過し

た。フィJレター上に捕集された試料面の直径は18mmであった。半切したフィルターの全

面を観察し、 23本の石綿小体が検出された。さらに残りの半切したフィノレター全面を観

察し、 21本の石綿IJ、体が検出された。

t 組j織重量 |定:$化量|分取量 a

(g乾燥重量)I (ml) I (mI) 

0.0913 

計数石綿小体数:23+21=44 

観察視野

フィルタ一面積比

1/2 (1枚目)

112 (2枚目)

分取率(溶液分取率×計数面積比): 0.lX1=0.1 

溶液分取率:5/50=0.1 

許数石綿小体数

(木)

23 
. 21 

計数面積比:[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ)十[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ)=1

組織重量:0.0913g 

石綿小体濃度:441 (O.lXO.0913) =4819 (本Ig乾燥』市)
検出下限値:11 (0.1 X 0.0913) =110 (本19乾燥肺)
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観察視野 |計数石綿小体数

フィルター面積比(本〕

1 14 

計数石綿小体数:14本

分取率(溶液分取率X言十数面積比): 0.04X1=0.04 

溶液分取率:2/50=0.04 

計数面積比:(9X9Xπ)/(9X9Xπ)=1 

乾燥重量:O'.2919g 

石綿小体濃度:14! (0.04 X 0.2919) =1199 (本Ig乾燥肺)

検出下限値:1!(0.04XO.2919)=86 (本:/g乾燥肺)

計数石綿小体数:234:本

観察視野数

352 

分取率(溶液分取率×言十数面積比): 0.05xO.12375=0.0061875 
溶液分取率:2.5/50=0.05 

言十数面積比 [(0.15XO.15Xπ) x352J/(8x8Xπ) =0.12375 
大円の直径:0.3皿皿、試料棟集直径・ 16mm

乾燥重量:0.20608g 

石綿小体濃度・ 234/(0.0061875 X 0.20608) = 183512 (本:/g乾燥肺)

検出下限値:1!(0.0061875XO.20608)=784 (本19乾燥肺)

計算例4)フィルター複激枚の計数

234 

乾燥重量0.2919gの検体を50mlに定溶し、そとから2mlを分取し、フィルターにろ過し

た。フィルタ}上に捕集された試料菌の直径は18mmであった。 1枚のフィルター全面を

観察し、 14本の宥綿小体が検出された。更に3mlを分取しフィルターろ過し、半切したフ

ィルターの全面を計数し、 9本の石綿小体が検出された。

組織重量 l定容化量|分取量 i 観察視野 l苦十数右綿小体数

(g乾燥重量)I (ml) I (ml) IフィJレター面積比(本)

0.2919 

1 

1/2 
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計数石綿小体数:， 14+9=23本

分取率(溶液分取率×計数面積比): (0.04X 1)+ (0.06XO.5) =0.04+0.03=0.07 
溶液分取率:1回目計iJlU=2/50=0.04、2回目計測=3/50=0.06

苦十数面積比:1回目計測=(9X9X冗 )/(9X9X冗 )=1

2回目計測=[(9X9Xπ)/2)/(9X9X 1&) =ν'2=0.5 

乾燥重量:0.2919g 

石綿小体濃度:23/(0.07XO.2919) =1126 (本Ig乾燥肺)

検出下限値:1/(0.07XO.2919)，:49 (本:/g乾燥肺)

計数石綿小体数

(本)

計数石綿小体数:117~ド
分取率(溶液分取率×計数面積比): 0.04XO.5=0.02 
溶液分取率:2/50=0.04 

計数面積比 [(8X8X冗 )/2)/(8X8Xπ)=ν2=0.5

乾燥重量:0.43146g 

117 

石綿小体濃度・ 117/(0.02 X 0.43146) = 13559 (，本Ig乾燥肺)

検出下限値:1/ (0.02 x 0.43146) =116 (本/g乾燥肺)

計数石綿小体数

(本)

計数石綿小体数 :8本

分取率(溶液分取率×言十数面積比): 0.3XO.5=0.15 
溶液分取率:15/50=0.3 

計数面積比 [(9X9X冗 )/2]/(9X9X冗 )=112=0.5
乾燥重量:0.09342g 

石綿小体濃度:8/(O.15X日目09342)=571 (本Ig乾燥肺)

検出下限値:1/(0.15XO.09342)=71 (木/g乾燥肺)
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( 2 BAL印F中の石綿小体計数万法 〉

@石綿小体計制削誤測1の枕た抑悶気矯管支嫡肺胞蹴洗脚諦削(侶臥仙B臥叫A此叫Lυ)

1. BA品Lは、わが国で標準的とされている方法1)に従い、気管支締胞洗浄液 (BALF)を

採取する。原則、中葉音区を無菌生理食塩水50mlで3回洗浄し、分割して回収する (1:-

3分画).BALFの各分画を別々に解析している施設では、 8分画は混和せず、第E分画か

ら20m!を石綿小体計測検体として提出する。 B必，Fの各分画を混和して解析している施

設では、 3分画の混和液から原則20mlを石綿小体許測検体として提出する。解析には

20m!を使用することを原則とするが、再検や保存を考慮する場合は，最低10mlの使用

でもよい。

1)井上義一、他 (2008)B必法の手技:気管支肺胞洗浄 (BAL)法の手引き、 p.8-lO、日本呼吸器学

会ぴまん桧肺疾患学術部会厚生労働省難治性疾患克服研究事業ぴまん性肺疾患調査研究斑、克賊堂

出版。

2.肺がん症例でも原則中葉音区でB必，を行う。ただし、中葉舌区に肺がんがある場合、

肺がんのない側でBALを実施する。

3.回収したBALFは通常2層の無菌ガ」ゼを通し粘液等を除去するが、石綿小体計測用の

検体は、原員.IJ;Iiーゼを通さずに(ガーゼを適す前に分取し)提出する。

4. BALFの回収率が25%以下(回収被で38ml以下)の場合は、更に50mlで4回目の洗浄

を行い， 1-3回目のBALFと混和したものを提出可とする。提出検体は、原員Jj20ml、解

析のために最低必要量は10mlである。 4回の洗浄でも回収率が25%を下回った揚合は

(200皿1注入し回収液の合量が50皿1以下)、そのBALFは末梢気道および肺胞領域の洗浄

が不十分であると考えられ、石綿小体計測結呆は、有意な個数の石綿小体が検出された

場合のみ判定材料として利用するに留める。もし検出されなかった場合は不適検体によ

る参考値として扱い、判定を行わない。

5.石綿小体計測のためのB品 F検体(原員.IJ20皿1)は、原則50m漣沈管で提出する。また、

BAL法実施にあたっては、患者の個人データを整理するために下記のような表(次ペー

ジ「石綿小体計測用BAL個人表』参照)を作成する。提出時に可能な限り患者情報に加

え添付のBAL情報(洗浄部位、回収率、細胞数、細胞分類)を記載する。

6.石綿小体計測に使用した検体以外の検体は、必要に応じてガーゼを過し、診療用の

B且検体として、総細胞数、細胞分画を行い、さらに細胞診、 Pンパ球表面マーカ等の

解析も必要に応じて加える(約20-30ml必要である)。

7.経気管支肺生検 (TBLB)や経気管支生挨 (TBB)を行う場合は、 BALを行った後、

TBLB、TBBを行うこと。
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右綿小体計涜!J用BAL個人票 (No. } 

施設名( 提出医f;主治医名〔

患者番号 年齢 歳 性~l

患者背景 1市癌 . 石綿肺 胸膜プラ-'.7 . ぴまん性胸膜肥厚 その他(

喫犠歴 現在喫煙している 喫煙歴有り 喫煙歴無し 本/日を 年間)
a ‘ 

石綿吸入に

係る職業歴 (職種、居住鹿等の出来るだけ詳細な記述)

(居住歴}

BAL実施に

BAL検査田 )年( 〕月 t )日 係る特記事項

謎分菌数など

BAL洗浄部位 右 左 s ( 提出液
第2分画、 5伽11x3i毘和、
その他(

注入量 )ml 回収量 )ml 

細胞数(濃度}施行した場合記入 ) xlo'/ml 

マヲロファージ 〉軸 リンパ球 )崎

細胞分画 好中球 )拍 主子酸球 )軸
(施行した場合

可能であれば

記入)
その他 { )% 

CD4/B ) % 

1
 

1
 



@肌F中の石綿小体計測の手順

BALFから右綿小体 (AB)濃度を計測するためには、下記の標本作製手順と計測方法

に従って行い、最終的にBALF1ml当たりの石綿小体数で表現する。

気管支鏡観察および気管支刷包洗浄 (BAL)施行

0気管支肺胞洗浄液 (BALF)採取

原則として、各分画を別々に解析している施設では第2分画を20ml、混和して

いる施設では混和液から20皿1を使用する。

↓ 

0消化処理

BALFを入れた遠沈管に同量の次亜塩素酸系消化液 (K:・200")を加え6{}"Cの

乾燥機中で1-2時開放置する。

0定容化

遠沈 (3000rpm)を80分間行い、上澄を廃棄し、沈溢に蒸留水を加え撹持。

この操作を3回行い、最後のよ澄を廃棄後、沈溢に蒸留水を加えてよく分散し，

ガラスパイアル瓶に移して50mlに定容化する。

4 

0分取
検出下限値が0.25以下になるよう、定容液50mlから10ml以上を分取する。

※検出下限値については、 13ベ}ジの「検出下E捌直換算表Jを参照.

↓ 

。吸91満過・乾燥

混合セルロースエステルメンプランフィルター(直径25m血、孔径0.8μ皿ま

たは0.45μm)に吸引鴻過し、乾燥させる。

0計数標本作製

乾燥後、滋過面をスライドグラスに向けて置き、アセドン蒸気を噴霧して接着・

透明化し、エンテランニューまたはトリアセチンで封入し、カパ}グラスを載

せ計測用の標本とする。

0計調Ij
位相差顕微鏡(接眼XlO、対物X40)でフィルター全面を検索して金石綿小

体を計測する。

4 

石綿小体濃度(石綿小体数/凶〉を許算する。
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BALF1m1あたりの石綿小体濃度の計算式(フィルタ全面計測の場合)

CA'D =一旦L
"" FxMBALF 

石綿小体濃度(石綿小体数/ml}
計測された石綿小体数

CAB = 

NAB = 
F = 50ml定容液からの溶液分取率

MMLF = 分析に使用したBALF量偏見1]20mJ)

そのとき、当該計数においてl個の石綿小体が計測されたときの石綿小体濃度を計算し、

検出下限値 (DetectionLimit : DU齢として示しておく。

検出下限値換算表

フィルター全面を計測した場合の検出下R倒直(本Iml)

¥ 
分析に使用したB必F量 (mI)

10 15 20 25 30 40 

m50 l 
5 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.25 

10 0.50 0.33 0.20 0.17 0.13 

詰定 15 0.33 0.22 0.17 0.13 0.11 0.08 

20 0.25 0.17 0.13 0.10 0.08 0.06 

溶液7か己 25 0.20 0.13 0.10 0.08 0.07 0.05 

30 0.17 0.11 0.08 0.07 0.06 0.04 
ら
の 35 0:14 0.10 0.07 0.06 0.05 0.04 

分取量 40 0.13 0.08 0.06 0.05 0.04. 0.03 

( 45 0.11 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 
ml 
) 

50 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 
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次に気管支肺胞洗浄液 (BALF)中の石綿小体測定法の手順をより詳細に述べておく。

1.気管支肺胞洗冷液 (BALF)採取

気管支肺胞洗浄 (B品)にて得られた液 (BALF)を回収する。通常無菌生理食塩水

50mlを8回注入し、それぞれ回収し第1分画、第2分菌、第3分画とし、検査試料として用

いる。その際、回収率も記載しておく。石綿小体計測以外にも検査に用いる場合が多いた

め、第l、第3分画は他の検査に使用し、第2分画を石綿小体計担u用に使用することが望ま

じい。注入量の合許が150血 l以下の場合はその量と回収量も記録する。第2分画から精密

上皿天秤を用いて遠沈管に20ml(比重をlとして20mg)を正被lこ採取する。第2分画が

20mlに満たない場合には、第2分画に第S分画を加え、合計20m!として用いる。それでも

不足している場合は、第1分画、第4分画の)1医に追加し、測定試料とする。

2.消化処理

ラボ洗浄液(クリーン99K-200~ ; 20%次亙塩素酸ナトロワム+5%水酸化カリウム+

表面活性剤)を消化液として用いる。消化液をBALFとほぼ同量 (10-20mI)加え、 1-. 
2時間60"Cの乾燥器中に放置して組織成分を完全に消化する。

3.定容化
遠心分離機で3000回転30分間遠沈する。上澄を棄却した遠心管に蒸留水を加えて超音

波洗冷機やミキサーを用いて軽〈擁枠処理を行う (1分間以内)白この操作を3回繰り返し

て沈殿物を洗持する。この洗浄操作においては、遠心分離機が停止してから時間をあまり

おかずに水流ポンプやヒ。ベット等を用いて上澄を棄却することが重要である。この時、管

底の沈殿物を乱さない様に急激な吸引を避けて残液量をやや多めの状態iとして試料の損失

を防ぐ。遠心管を傾斜させてよ澄を排出することは避ける。

洗浄が終了後、懸濁液を50mlスクリューキャップ付ガラスパイアノレ瓶に移し、 正確に

50mlに定容化する。

定容化の方法:精密上皿天秤を用いてガラスパイアル瓶の風袋重量を精秤し、試料懸濁液

を入れ液重量が50gになるまで蒸留水を加え精秤する。比重を1として容

量に換算する。

4.分取
通常、ガラスパイアノレ瓶中の50m!定容懸濁液を超音波洗浄機やミキサーを用いてよく

擁持して均質な懸濁被にしてから、精密ヒ・ベットにて10mlをコ=カゾレビーカーに分取す

る。このときの使用分取量は患者のばく露レベルや測定施設の計数の都合等で統ーするこ

とは難しいが、 10mlを基準に増減すると良い。この方法で定容懸濁液約40mlが残量とな

る。残法被を用いて電子顕微鏡によるBALF中の石綿繊維の計額IJや石綿繊維の種類の分析

も可能である。
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5.級事|鴻過・乾燥
吸引溜過装置で漉過する際、コニカIレピーカ}やろ過装置の容器内に付着した試料が完

全になくなるまで充分洗浄して吸引すること。また、ろ過後の混合セルロースエステルメ

ンプランフィルターはシャーレに保管するが、そのとき残澄物捕集商を上にして室温で乾

燥させる。

また、 40"C前後の乾燥機で2時間以上乾燥させてもよい。乾燥が不十分だと、透明化の

時に白濁の原因となり計担II不能となるので十分な乾燥に鶴意する。

6. 計測標本作成

スライドj;fラスにフィルターを載せるとき試料ろ過面を下向きにして、アセトン蒸気発

生装置 (QuickFix"')を使用して透明化処理を行う。装置下部のアセトン蒸気吹き出し口

の直下にフィルターを載せたスライドガラスを挿入し、アセトン200-300μlをゆっくり

と注入し、アセトン蒸気を吹付ける。アセトンで透明化した状態でそのまま長く放置する

と、フィルターの罰j離がおこり透明性が悪くなることがあるので、あまり時聞をおかずに
次のト pアセチンやエンテランニュ}などの封入剤を2-3滴々下しカバーグラスをかけ

る操作を行う。

※フィfレターを半切し，計数標本を2枚に分けて作製してよいが、その両方を計測するこ

とが望ましい。

7. 計調u
カバーグラスで封入後、位相差顕微鏡で石綿小体を計測する。計測方法は組織試料の場

合と同様である。この手順と条件(定容液からの分取量10ml/50mlなめで測定すると、

検出下限値が0.25本/mlとなる。
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-計算例

1) 計算伊~1
BALF20m1を処理して50mlに定容し、そこから10001を分取し、フィノレターにろ過した。

フィルターの試料ろ過面の直径は180000であった。半切したフィJレターの全面を観察し、

10本の石綿小体が検出された。さらに残りの半切したアイノレター全面を観察し、 12本の

石綿小体が検出された。

BALF量
(ml) 

20 

20 

観察視野 |雪地右綿小体数

フィルター面積比 l 体j

1/2 (1枚目) 10 

1/2 (2枚目) 12 . 

計数石綿小体数:10+12=22本
分取率(溶液分散率×計数面積比): 0.20X 1.0=0.20 

(溶液分取率 :1α50=0.20)
(計数面積比:[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ)+[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ) =1.0) 

使用BALF量:20阻l

結果:石綿小体濃度 22/(0.20X20)=5.50(木/回1)
検出下限値 1/(0.20 X20) =0.25(本/凶)

2) 計算例2

BALF10mlを処理して50001に定容した。そこから40mlを分取し、フィルターにろ過し

た。フィノレターの試料ろ過商の直径は180000であった。半切したフィルターの全面を観察

し、 5本の石綿小体が検出された。さらに積りの半切したフィルタ}全面を観察し、 4木
の石綿小体が検出された。

B品 F量 |定容化量 l

〔皿1) I (ml) 
10 

10 

観察視野

フィルタ}面積比

1/2 (1枚目)

1/2 (2枚目)

計数石綿小体数

(本)

5 

4 

言十数石綿小体数:5+4=9本
分取率(溶液分取率×言十数面積比): 0.8X1=0.8 

(溶液分取率:40/50=0.8) 
(計数面積比:[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ)+[(9X9Xπ)/2]/(9X9Xπ) =1.0) 

使用BALF量:10ml 

結果:石綿小体濃度目1/(0.8 X 10) = 1.13 (本/叫)

検出下限値 1/(0.8X 10) =0.13 (本/001)

no 
l
 



3 使用する試薬、機器・器具類、顕微鏡

(1) 試薬

試薬類(トリアセチン、その他の封入荷jを除く)、蒸留水は、石綿小体分析用に専用で

使用し、他の検査検体からの汚染が生じることを避ける。可能であれば、使用前に

0.45μm(または0.8μm)のメンプランフィルタ}でろ過して使用することが望ましい。

-組織消化液

クリーン99K-200 (ク日ーンケミカノレ製品)

クリ}ン99K-200中の次亜塩素酸ナトリクムは濃度が高く次第に揮散するため、

開封後は密栓できる容器に取り分け、冷蔵庫等で低温保管することが望ましい。

・アセトン、キシレン、エタノール

特級または1級試案。

-ト Pアセチン、その他の封入舟j

トリ 7セチンは屈折率1.434の液体で、位相差顕微鏡によるアスベスト計数標本作

製に一般的記用いられる。この他に使用可能な封入剤として、屈折率が1.5かそれ以
下であることが明示されている、エンテランニュー(メルク製品)、スーパ』マウン

ト(ファルマ取扱い)などがある。これらを使用すれば標本を長期間保管できる利点

がある。使用する場合は、あらかじめトリアセチン封入様本と比較して、顕微鏡下で

の綴訴量の視認性に差が無いととを確かめておくことが望ましい

(2)機器・器具類

石綿小体の計数標本の作製には、次のような機器・器具類を必要とする。また、脱パラ

フィン処理等でキシレンを使用する際には、ドラフトなどの局所排気設備が必要である。

-電子天秤

試料の秤量、定容化に使用できる、 100g-0.01mgが秤量可能な機種。
.遠心分隊機

50ml遠沈管が使用でき、 3000rpm以上の回転数が得られるもの。
.乾燥機

試料の乾燥、消化処理が行える、 40-110'Cの温度設定が可能な、定温乾燥機。
・超音波洗浄機、試験管ミキサ}

遠沈管、ガラス瓶内の沈殿を分散させるととができるもの。超音波洗浄機による分

散が困難な場合には、試験管ミキサーなどを使用しでもよい。

・アセトン蒸気発生装置

アスベスト分析用に市販されている、Q凶c凶 k叩(クイックブイクス)を使用する0

.アスピレーター

吸引ろ過で使用する。圧カ調節器が付属した、電動の吸引装置が好ましい。
.計数カウンタ

アスベスト小体の計数に使用する、 1-5速の数取器。
.スカルペル

試料の細切等に使用する、外科用メス。
・ピンセyト

歯科用ピンセy トなど、メンブランフィルターの取り扱いに便利なもの。
.秤量皿

試料の秤量、乾燥に使用する、110'Cまでの耐熱性を持つ血。アルミカ yプでもよい。
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図8 試薬類(左:クリーン99K-200、中:トロアセチン、右:ヱンテランニュ-)

.. 

"句る/99K-:寄c.

図9 電子天秤 図10 定温乾燥機

図11 遠It"分離機
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-メスシリンダー

組織消化被を量りとる、容量50-100皿lのもの@
.ガラス瓶

検液を保管するために密栓できる、スクリューパイアfレ等の50皿I容器0

.コニカJレビーカー

分取した検液を希釈する、年軍量50-100m1のもの。
.ピペット

検波の分取に使用する、全量ヒ・ペット各種または必要な容量をカバーするピペッタ

ーとチyプ。

・シリンジ

アセトン注入、トリアセチン滴下に使用する、注射器(シロシジ)またはマイクロ

ピペッタ}とチyプ。

-吸引ろ過装置

25=フイノレタ}用のファンネル、ベース、クランプのセyトに、吸引ぴん (500001
-1工Jを組み合わせたもの

-メンプランフイJレタ}

直径25=、孔径0.8μm(または0.45μ皿)の混合セノレロ}スメンプランフィルター。

.スライドガラス

JIS規格を満たす、標準形 (26X76m皿)のもの。

.カバーガラス

JIS規格を満たす、サイズが24X32m阻程度のものa

d シャ}レ

メンプランフィノレターが保管できる、ベトリディッシュなどの蓋付透明容器b

・定性ろ紙、アルミホイノレ

フィノレター半切作業などで使用する。

(3)位相差顕微鏡

イ立相差顕微鏡の仕様は、 JISA1481(遺材製品中のアスベスト含有率測定方法)に示さ

れる次のような性能を持つものとする。

1.透過照明光源(ノ、ログン109W以上)を備え、コンデンサは、位相差対物レンズに対

応するリング絞りが組み込まれているもの。

2.ステージ(載物台)は、 JIS-R3703 (顕微鏡用スライドガラス)に規定するスライド

ガラス(標準形)が1枚以上装着でき、その全面を移動観察できるもの。

3.対物レンズは、位相差対物レンズで10倍、 40倍を備えているもの。

4. レボルパは、上記の対物レンズが同時に装着できるもの。

5.接眼レンズは、 10倍又は15倍を備え、いずれも計数用のアイピースグレ}ティクノレを

備えてあるもの(双眼顕微鏡の場合は、いずれか片方)

なお、これらの仕様に加えて、適常の生物用対物レンズ40倍を装着すれば、位相差板

をオープンとした状態で観察した時に、試料中の繊維の確認が容易となる場合がある。著

者の一人の黒田和彦は、以下の方法を提案している。

イ立相差顕微鏡では光りすぎて繊維の確認が困難な場合や紛らわしい場合に、次のように

すると繊維の有無が確認しやすい場合がある。

1.通常の位相差対物レンズ40倍で観察する場合の位相差用ターV:>'トPh2を、 0の明

視野用中空穴とする。

2.対物レンズを生物用レンズ(例え間IanApo)40倍1::切り替える。

3.光量はそのままで、位相差用ターレy トコンデンサを下げ、目立しくない状態とする.

4 この状態で微動ハンドルを動かし焦点を変えて観察する。この時、繊維であれば透

明な棒状の立体として見える。
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その他、付属装置として、 CCDカメラなどの写真撮影装置を装着していることが望ま

しい。また、位相差顕微鏡の調整方法l士、取扱い説明書ならびに、次の文献を参考にする

とよb、。

1) 環境省水・大気環境局大気環境課 (2007)アスベストモニタリングマエュアノレ{第S版)

2) 鮒日本作業環境測定協会 (2005)作業環境測定ガイ Fブック1 鉱物性粉じん関係

図12 CCDカメラを装着した位相差顕微鏡
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石綿小体画像

";;:，' 
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亜鈴形状の石綿小体

=争繊維の両端が丸い分節で

包まれる

1 

l-a 1の左上部(1.5倍拡大)。

左上の 2本は、間に繊維が確認

できれば 1本と計数

l-b 1の右下部(1.5傍拡大)。

上左、中央は少量付着型の石綿

小体
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E鈴形状の右綿小体

吟繊維の両端が丸い分節で

包まれる

2 2本の石綿小体

3 

4 
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E鈴形状の石綿小体

弓繊維の両端が丸い分節で

包まれる

5 

6 

7 太矢印で示す 2木の石綿小

体。中央上の石綿小体は一端の

みに丸い分節を持つ
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亜鈴形状の石綿小体

=キ繊維の両端が丸い分節で

包まれる

8太矢印で示す 2本の石綿小

体。中央は一端のみに丸い分節

を持つ

9 

10 位相差顕微鏡.(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較
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数珠~因子形状の石綿小体

=キ丸い分節が連なる

11 

12 

13 下の太矢印で示す石綿小

体。上は繊維が長く覆われる石

綿小体
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数珠~因子形状の石綿小体

司丸い分節が連なる

14 

15 

16、17
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数珠~団子形状の石綿小体

z辛丸い分節が連なる

18位相差顕微鏡(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較

19位相差顕微鏡(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較

20位相差顕微鏡(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較
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長繊維に伴う種々の形状

の石綿小体

21 3本の石綿小体

22 大小7本の石綿小体

23 4本の石綿小体
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長繊維に伴う種々の形状

の石綿小体

24 5本の石綿小体

25多数 (10本以上)の種hの

形状の石綿小体

26 多数 (10本以上)の種々

の形状の石綿小体
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長繊維に伴う種々の形状

の石綿小体

27 3本の石綿小体

28少なくとも 3本の石綿小体が

認められるJ左上は繊維が確認で

きれば、石綿小体として計数

29 2本の石綿小体
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繊維が長く覆われる形状

の石綿小体

30 

31中央に2本の石綿小体

32 
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繊維が長く覆われる形状

の石綿小体

33 

34 

35 左上はくぴれ部に繊維が

確認できる。右下は下端部に繊

維の先が確認できる。
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繊維が長く覆われる形状

の石綿小体

36 2本の石綿小体

37、38

39位相差顕微鏡(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較
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多数の分節で繊維が長く

覆われる石綿小体

40 

41 

42 
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多数の分節で繊維が長く

覆われる石綿小体

43 

44 

45 2本の石綿小体
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多数の分節で繊維が長く

覆われる石綿小体

46 

47 

48 



繊維前細長く覆われる

形状の石綿小体

49 

50 左の石綿小体は両端部に

繊維が確認できる。右の石綿

小体は下に細い繊維が伸びる

51 下の石綿小体は少量付

着型
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繊維が細長く覆われる

形状の石綿小体

52 

53 

54、55
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多数の分節で繊維が細長

く覆われる右綿小体

56 

57 

58 
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多数の分節で繊維が細長

く覆われる石綿小体

59 

60 

61上の 1本は亙鈴形状
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多数の分節で繊維が細長

く覆われる石綿小体

62 

63上と下左は亜鈴形状、下右

は少量付着型の石綿小体

64位相差顕微鏡(左)と生物顕

微鏡(右)像で比較
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短繊維に数個の分節を

伴う石綿小体

65 

66 

67 
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短繊維に数個の分節を

伴う石綿小体

68 

69 

70両端部に繊維が確認できる



短繊維に数個の分節を

71 

72 

73、74

-45-
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短繊維に数個の分節を

伴う石綿小体

75 

76 

77 ~ 
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短繊維に数個の分節を

伴う石綿小体

78 

79 

80 
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複数の繊維からなる

石綿小休

81 2本の分岐した繊維のそ

れぞれに付着物を伴うが、 1本

の石綿小体として計数

82 下端部に分岐した繊維が

認められる

82"a 82 の拡大。 5~6 本の細
い鰍陸が確認される
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複数の繊維からなる

83位格差顕微鏡(左)と生物顕

微鏡(右)像で比較

84位相差顕微鏡(左)と生物顕

微鏡(右)像で比較
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繊維が屈曲する石綿小体

85 位相差顕微鏡(左)と生物

顕微鏡(右)像で比較

86位相差顕微鏡(左)と生物顕

微鏡(右)像で比較

87 
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繊維が屈曲する石綿小体

88 

89 

90 



少量の付着物質からなる

91 

92 

93 右上は多数の分節で覆わ

れる石綿小体
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少量の付着物質からなる

石綿小体

94 

95 

96 
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少量の付着物質からなる

石綿小体

97 

98 

99 中央の石綿小体は多数の

分節で覆われる例
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残漬中に埋もれて確認

しにくい例

100 

101 



残造中に埋もれて確認

しにくい例

102 

103 5本の石綿小体

104 右下の挿入は生物顕微

鏡像
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105 暴い矢印は重なる粒子

を示す。位相差顕微鏡(左)と

生物顕微鏡(右)像で比較

106 黒い矢印は重なる粒子

を示す。位相差顕微鏡(左)と

生物顕微鏡(右)像で比較

107 黒い矢印は重なる粒子

を示す。位相差顕微鏡(左)と

生物顕微鏡(右)像で比較)



コーティング形状から繊

維が推定できる石綿小体

108 

109黒矢印で示す右側の粒子

は石綿小体に計数しない

110 左側は少量の付着物質を

伴う例
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コーティング形状から繊

維が推定できる石綿小休

It 111 左は 1個の分節を伴う石

綿小体

112、113

114 位相蓑顕微鏡(左)と生

物顕微鏡(右)像で比較
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配列などを加昧して右綿

小体と判断できる例

吟焦点の微動、明視野(生物)

観察で繊維が確認できること

もある。繊維が非常に細く確認

できなくても粒子の配列状態

から石綿小体と判定する例。

115黒矢印で示す右側の粒子

は石綿小体に計数しない

116 

117 
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国列などを加味して石綿

小体と判断できる例

=争焦点の微動、明視野(生物)

観察で繊維が確認できるとと

もある。織維が非常に細く確認

できなくても粒子の配列状態

から石綿小体と判定する例。

118 

119中央下の石綿小体は右端

に繊維が確認される

120 



na 台。

繊維の有無の確認から

石綿小体と判断する例

121 右端部に繊維が確認で

きる

122 生物顕微鏡像で右端部

に繊維が確認できる。位相差顕

微鏡(左)と生物顕微鏡(右)

像で比較

123 左端部に繊維が確認で

きる。位相差顕微鏡(左)と生

物顕微鏡(右)像で比較
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BALF中の右綿小体の例

124 分節が連なった石綿小体

中央に繊維が見られる

125 上:亙鈴様石綿小体

下:分節が連なった石綿小体

126 分節、色調とも典型的な

右綿小体
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BALF中の石綿小体の例

127 分両端に燈色の付着物

を持つ石綿小体

128 下方部分に付着物が

見られる石綿小体

129 繊維が S字状に屈曲し

た石綿小体
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石綿小体に計数しない

粒子状、繊維状物質

130 中心に穴状の構造を持

つが、端部に繊維が確認できな
u、

131， 132 中心に穴状の構造

を持つが、端部に繊維が確認で

きない

133， 134 全体がコ}ティン

グされ、形状からは繊維が推定

できない

135， 136全体がコーティング

され、形状からは繊維が推定で

きない
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石綿小体に計数しない

粒子状、繊維状物質

137 繊維が確認できない(中

央の 2つ)、粒子の重なり(左)

と判断される

138 繊維が確認できない

139 繊維が確認できない
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石綿小体に計数しない

粒子状、繊維状物質

140 繊維と判断する

141 鰍経と判断する

142 繊維と判断する
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富次

自省綿(アスベスト)とは

1・1 石綿(アスベスト)とはどのようなものか

1-2 石綿(アスベスト)はどのような場所に使用されていたか

1-3 石綿(アスベスト)ぱく露の機会

1-4 石綿(アスベスト)はどのく5いの量が使われてきたのか

回石綿(アスベスト)による健康被害

2・1 石綿(アスベスト)による健康障害のメカニズム

2-2 石綿(アスベスト)関連疾患

2-3 石綿(アスベスト)ぱく露の医学的所見

2-4 自分が病気かどうか、不安な場合

図石綿で健康被害にあわれた方への支援

3・1 労災保険制度の紹介

3・2 石綿健康被害救済制度の紹介

自救済給付の内容と必要書類

4-1 医療費等に関する申請(療養中の方)

4・2 弔慰金等に関する請求(お亡く怒りに芯った方のご遺族)

B医学的判定の考え方

5ぺ 中皮腫、肺がんの場合

5-2 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴

うびまん性胸膜肥厚の場合



…川嶋M

くはじめに〉

石綿(アスベスト)による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿によ

る健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給す

る「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施

行されました。

その後、 日綿による健康被害の救済に関する法律のす陀改正する法律」

が平成20年12月1日に施行され、また平成22年7月1日には「石綿によ

る健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令Jが施行され、

指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「蓄しい呼吸機能障

害を伴うびまん性胸膜肥厚Jが追加されました。

さらに平成23年8月30日|こ「石綿による健康被害の救済に関する法律

の一部を改正する法律Jが施行され、特別遺族弔愚金・特別葬祭料の請求

期限が10年延長されました。

乙れ5の法令により、石綿を吸入するととによる労働者災害補償保険法

等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、

著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養

中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の

救済給付が支給されます。

独立行政法人環境再生保全機構は、本法に基づき、次の業務を実施して

います。

①石綿による指定疾病である(あった)ことを認定する業務

②被認定者等に対する救済給付の支給業務

③救済給付等に必要な拠出金の徴収業務(石綿使用量等の要件に該当す

る特別事業主力、5の特別拠出金)

機構は、相談、申請等の受付を行う機関である環境省地方環境事務所、

各地の保健所等と協力して、これらの業務の円滑な実施に努めてまいり

ます。



回

目E石綿(アスベスト)とはどのようなものか

石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物繊維で「せきめんJrいしわた」とも呼ばれています。石綿

は指薮石族と員品石族に大別され、以下に示す6種類があります。そのうち、わが国で使用された代表

的砿石綿は、蛇紋石族のクυソタイル(白石綿)と角閃石族のアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青

石綿)です。

石綿(アスベスト)の種類について

分 類 石綿名 備 考

蛇紋石族 クリソタイル(白石綿)
ほとんどすべての石綿製品の原料として使用され

てきた。世界で使われた石綿の9割以上を占める。

石 クロシドライト(青石綿) 吹付け石綿として使用されていた。他1<::青石綿は

石綿セメント高圧管、茶石綿は各種断熱保温材に

綿
アモサイト(茶石綿) 使われてきた。

角閃石族 アンソフィライト石綿 他の石綿やタルク(滑石)、蛭石などの不純物と

トレモライト石綿
して含まれる。アンソフィライト石綿は熊本県旧

松橋町に鉱山があった。トレモライト石綿は欧付

アクチノライト石綿 け石綿として一部に使用されていた。

石綿は、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアル力リにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持

っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキラ

イニングなど)、シール断熱材(石綿紡織晶、ガスケットなど)といった様々な工業製品に使用されてき

ました。

しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、新たな石綿製品等の

製造・使用等が禁止されています。その発がん性は概ね次のようになります。

発がん性弱い

図1 石綿の種類と発がん性 (画像提供:国立科学博物館)



目E石綿(アスベスト)letどのような場所に使用されていたか

石綿は生活のあらゆるところで使用されてきました。石綿の用途は3000種といわれるほど多いので

すが、大きくは石綿工業製品と建材製品に分けられ、その8割以上は建材製昂です。

石綿を使った建材製品は1955年ごろかう使われ始め、ピルの高層化や鉄骨構造化に伴い、鉄骨造建

築物などの軽量耐火被覆材として、 1960年代の高度成長期に多く使用されました。また石綿は安価で、

耐火性、断熱宝、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから、耐火、断熱、防音の目的で使

用されてきました。その使用形態は以下のようなものがあります。

①映を付lオアスベスト

石綿とセメントを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したものをいいます。使用期聞は

1956年ごろか51975年ごろまでです。

⑧眼き付iオロックウーJv
1975年に吹き付けアスベストが原則禁止となった以降は、吹き付けロックウールに切り替わってい

ましたが、 1989年ごろまでは石綿を混ぜて使用していました(石綿含有率は5重量%以下)。吹き付

け石綿としては、クυソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)以外に、

トレモライト石綿も使用されていました。吹付11パーライト、吹付けパーミキユライトにも石綿が含有

されていた時期があります。現在市販されているロックウールには石綿は使用されていません。

回



回

⑧アスベスト保温材(石綿含有保温材、耐火被覆板等)

アスベスト保湿材には、保温材と耐火被覆板が

あります。板状保温材と筒状保温材は、各種プラ

ントの搭などの外壁や配管の定形部にポルトや針

金等によって固定されて使われています。ひも状

保温材は、名種プラントの曲管部や施工しにくい

部分に巻きつけて使われています。布団状保温材は、

各種プラントのポンプ、パルフ、フランジ等の保

守点検を必要とする部分等にかぶせ、そのよから

針金等を巻きつけて使われています。

④アスベスト成形板(石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等)

アスベスト成形板には、平板または波板状のものがあり、最も代表的なものが石綿スレートです。防

火性、耐熱主に優れた性能を持つことか5、建物の外壁、屋根をはじめとして広い範囲で使用されてい

ます。さ51こ化粧を施したものや軽量化したものなど、多くの石綿スレート関連製品があります。

⑧その他のアスベスト製品

石綿は、石綿セメント製パイプ状製晶として煙突や排気管などの低圧管と上下水道用高圧管に使用さ

れていました。また、タンクやパイプラインなどを接続する際の継ぎ目からの液体もれを防止するため

のシール材としてパッキングやガスケットなどに使用されています。

との他、石綿は、ブレーキライニングやクラッチフヱーシンク、と呼ばれる摩擦材などにも使用されて

いました。



定Eお、石綿製品(石綿含有建築材料等)の商品名と製造時期は、日本石綿協会、ロックウール工業会、

石膏ボード工業会、せんい強化セメント板協会、日本窯業外装材協会のホームページに掲載されています。

・日本石綿協会 http・Ilwww.j日asc.or.jpl

・ロックウール工業会 http://www.rwa.gr.jp/ 

・石膏ボード工業会 http://www.gypsumboard也 .or.jpl

・せんい強化セメント板協会 http://www.skc-Iくyoukai.org/asbestos/gaiyou.html

・日本窯業外装材協会 http://www.nyg.gr.jp/asbestlindex.html 

石綿製品の用途

押出成形セメント板 建築物の非耐力外壁および間仕切壁

住宅屋根用化粧スレート 住宅用屋根

書|鵬強化セメント板(平板) 建築物の外装および内装

| 繊維強化セメント板(波板) 建築物の屋根および外壁

窯業系サイデイング 建築物の外装

石綿セメント円筒 煙突

断熱材用接着剤 高温下で使用される工業用断熱材同士の隙闘を埋める接着剤

耐熱、電気絶縁板 配電盤等

ジョイントシート 配管または機器のガスケット

シール材 機器等の接続部分からの流体の漏洩防止用の詰物

その他の石綿製品 工業製品材料(石綿布等)、ブレーキ(摩擦材)

巴
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~石綿(アスベスト)Iまく露の機会

石綿にぱく露される機会は職業性のものが最も多いとされています。

職業性石綿ぱく露には、直接的なばく露もあれば間接的なばく露もあります。直接的な職業ばく露と

は、石綿鉱山、石綿製品製造工場、断熱作業芯どで直接石綿や石綿を含有する製品を製造・取り扱うこ

とによるぱく露であり、間接的な職業ぱく露とは、直接石綿を取り扱うごとはないが、石綿を取り扱う

現場で作業をするととによって石綿ぱく露を受けるととを指し、造船業や草鞠製造業などの場合にしば

しばみ5れます。中皮腫の場合には間接的なばく露を受けた者でも発症がみられることがあります。

職業ぱく露以外には、傍職業性家庭内ぱく露として、石綿工場に働く夫の作業衣を洗濯するととによ

りばく露を受ける妻や、空になった石綿袋を家に持ぢ帰り、子供がそれで遊んだりすることによるぱく

露があります。また傍職業ぱく露として、家で石綿含有シートを切断するなどの作業を行うことによる、

OIY (00 it yours巴If)によるばく露もあります。さらに、近隣ばく露として、石綿鉱山および石綿工場

の近隣住民でのぱく露による中皮腫が報告されています。

石綿ぱく露の種類

i 職業性ぱく露直接的ぱく露、間接的ぱく露

傍職業性家庭内ぱく露(作業衣の洗濯など)

傍職業ばく露(家庭内での石綿製晶のDIY(00 it yourself)) 

近隣ぱく露(石綿鉱山、石綿工場の近隣住民のぱく露)

よ記以外の特定でき芯い真の環境ぱく露

出典・欧州共同体委員会(1977)



石綿ばく露作業の種類

(3)次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業

ア石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品

イ.石綿セメントまたはとれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、

石綿円筒等のセメント製品

ウ.ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジ、ヨイントシーリング、

ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品

工自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品

オ電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製晶

(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられています。)または電解隔膜、タイル、

プラスター等の充填材、塗料等の石綿を含有する製品

|石綿製品等を取扱う作業 | 
(4) 石綿の吹き付け作業

(5) 耐熱性の石綿製昂を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業

(6) 石綿製品の切断等の加工作業

(7) 石綿製晶が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設等の補修または解体作業

(8) 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業

(9) 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、パーミキユライト(蛭石)、繊維状ブルサイト

(水滑石))等の取扱い作業

(10) 上記(l)から (9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以ょに石綿粉じんのぱく露を

受ける作業

(11)上記(l)かS(10)の石綿または石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を

受ける可能性のある作業

※石綿関連疾患の発症については、とれらの石綿ばく露作業にどのくらいの期間従事し、どのくらいの量の石綿を

吸入したかが重要になります。
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図2は、平成18年度か522年度までに環境再生保全機構で認定を受けた療養者のうち、認定の申請

時に居住地や職歴に関する任意のアンケートに回答いただいた方の石綿ばく露状況について集計した

グラフです。

ばく露分類別集計(労災等被認定者を除く)

58.8% 

出典'環境再生保全機構

職業ぱく露 「直嬢石綿を取D扱っていた職歴がある者、及び直接ではないか職場で石綿ぱく露した可能性のある職歴がある者。J
議家庭内ぱく露:r家族に石綿ぱく露の明5かな職歴がある者白可事業具在家庭内に持ち帰ることなどによる右綿I~く露の可能性がある者。」

四

器禁立入り I~く露: r石綿取扱い施設に立ち入り等により、石綿ぱく麗の可能性が考えられる者。居住室内や事務室等に吹き付け石綿が使用されてお

口、屋内環境で石綿|まく露の可能性が考え5れる者」

綴その他ぱく露 rcア)-(ウ)のい守れにも該当しないため、石綿のぱく露の可能性が特定で苦芯い者(居住地や学校職場等の周辺に石綿取扱い

施設がある場合を含む)0 J 

図2 平成18-22年度被認定者(療養者)を対象としたばく露分類別集計

図31ま、図2のアンケートで回答いただいた所属事業場についての内容を産業別に分類し、集計した

グラフです。
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図3 平成18-22年度被認定者(療養者)を対象とした被認定者産業分類分布(労災等被認定者を除く)

及び昭和40年の産業分類別就労人口



目~石綿(アスベスト)はどのくらいの量が使われてきたのか
わが国で使用される石綿の大半は輸入によるもので、戦後輸入が再開されて以降、 960万トン弱に達しま

した。特に、南アフり力からは、 1980年か51993年までの聞にアモサイトを18万トン弱輸入しています。
(t:トン)
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出典・ Harington，J，S"McGlashan， N.D. and Chelkowska， E.Z， (2010) 

図4 南アフリ力の青・茶石綿輸出相手国上位10カ国(1980・2003)

図5にあるとおり、 1970年から90年にかけて年間約30万トンという大量の石綿が輸入されており、

これらの石綿のうち8割以上は建材に使用されたと言われています。

わが国では、 1995年に石綿のうち有害性の高いアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の

使用等が禁止となり、クリソタイル(白石綿)についても2004年10月に労働安全衛生法施行令が改正

され、クリソタイル等の石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤の製造等が禁止となりました。

2006年9月以降lま、代替が困難な一定の適用除外製品等を除き、石綿および石綿をその重量の0，1

%を超えて含有するすべての物の製造等が禁止されましたが、 2012年3月 1臼以降は、石綿および石

綿をその重量の0，1%を超えて含有するすべての物の製造等が禁止されています。
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図5 わが国の石綿輸入量の推移と法的規制の歴史

今後は石綿が大量に輸入使用された1970年から1990年頃に建てられた建築物の老朽化に伴い、建

築物の解体が増加します。

そこで、解体等の工事における石綿のばく露防止対策の一層の徹底を図るとと芯どの目的か5石綿に

関して独立した規則として「石綿障害予防規則」が2005年7月に施行され、 2006年9月及び2009

年4月及び2011年8月に一部改正が行われています。
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自E石綿(アスベスト)による健康障害のメカニズム

※ 
石綿(アスベスト)は、ヒトの髪の毛の直径 (40-100μm~) よりも非常に細く(クリソタイル(白

石綿)の直径0.02田 0.08μm、クロシドライト(青石綿)0.04-0.15μm、アモサイト(茶石綿)

0.06-0.35μm)、肉眼では見るととができない極めて細い繊維か5なっています。そのため、飛散す

ると空気中に浮遊しやすく、吸入されてヒトの肺胞に沈着レやすい特徴があります。吸い込んだ石綿の

一部は異物として疾の中に混ざり体外へ排出されます。しかし、石綿繊維は丈夫で変化しにくい性質の

ため、肺の組織内に長く滞留するととに芯ります。この体内に滞箇した石綿が要因となって、肺の線維

化ゃがんの一種である肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こすことがあります(注)。

石綿繊維は細くて長いものほど有害性が高く芯るといわれています。肺内に滞留した石綿繊維を白血

球の一穫であるマクロファージが排除しようとしますが、長い繊維は排除されにくく体内に長く滞留す

るためと考えられています。

また発がん性は、石綿の種類によって異なり、角閃石族のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶

石綿)の方がクUソタイル(白石綿)よりも発がん性が高いとされています。 (4買の図1参照)

石綿を吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との聞には相関関係が認められていますが、どの程

度以上の石綿を、どのく5いの期間吸い込めば、中皮腫になるかということは明らかではありません。

※1μm= 1 0-6m=0.00 1 mm 

(注)石綿繊維により長期間にわたって炎症がおとり、肺の組織が傷つけられ続けることで線維化が

生じます。また、発生した活性酸素によりDNAが損傷された結果、遺伝子異常が起とり、細胞ががん

化する可能性が考え5れています。

固1白石綿(アスベスト)関連疾患

石綿健康被害救済制度の対象となる疾病は、中皮腫、石綿による肺がん、石綿肺及びぴまん性胸膜肥

厚です。(石綿肺、びまん性胸膜肥厚については、著しい呼吸機能障害を伴うもの力t救済対象です。)

とのうち、中皮腫、石綿肺は石綿ぱく露の特異性が高い疾患です。また石綿ばく露の医学的所見とし

て重要な胸膜フラーク(肥厚斑)も石綿ぱく露の特異性が高い所見です。一方、肺がんやびまん性胸膜

肥厚は石綿以外の原因でも生じるため、石綿ぱく露の特異性が低く芯ります。とくに、肺がんでは喫煙

が重要な危険因子となっています。

石綿関連疾患は石綿ばく露開始かう発症までの潜伏期闘が長いことが特徴です。石綿肺、肺がん、中皮

腫、胸膜フラークと石綿粉じんぱく露量、潜伏期間との関係については、おおむね図7のように忽ります。胸膜

プラークや中皮腫は石綿肺や肺がんよりも低濃度のばく露で発症するととが知5れています。
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石綿によって起こる主な疾患と部位 図7図6

「

胸膜中皮腫健常肺

①申皮腫

中皮腫は、腕を取り囲む胸膜、肝臓や胃芯どの臓器を画む腹

膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜、精巣鞘膜にできる悪

性の腫損害です。発症頒度は胸膜原発のものが最も多く、次いで、

腹膜であり、心膜や精巣鞘膜の中皮塵は非常にまれです。中皮

腫のほとんどは石綿ばく露が関与しています。

組織学的に上皮型、二相型、肉腫型、線維形成型に分類され、

頻度もこの順に多く、上皮型の占める割合は50~70%です。

喫煙と中皮腫発生との関連はみられません。

石綿ぱく露との関連:石綿ばく麗かう発症までの潜伏期間

の多くは40年前後と非常に長い疾患です。中皮腫の発生の

危険は石綿の累積ぱく露量が多いほど高くなります。しかし、

石綿姉、肺がんより低濃度でも危険性はあり、職業的なばく露

だけでなく、家庭内ばく露、近隣ぱく露によ

る発症もあります。

症状胸膜中皮腫では、息切れ、胸痛が

多くみられますが、症状がなく胸部エック

ス線検査で胸水貯留を偶然発見されるこ

ともあります。そのほか、咳、発熱、全身倦

怠感、体重減少芯どもみられます。 E 

四

横隔膜



団

腹膜中皮腫では、腹痛、腹部膨満感、腹水貯留などがみられます。

診断・胸部エックス線、胸・腹部CTなどの画像検査、胸水や腹水の穿刺による細胞診、胸腔鏡や腹腔鏡等

による病理組織診断が行われます。診断の確定には病理絶織診断が必須ですが、診断は必すしも容易ではな

く、免疫組織化学染色(注)芯どにより、肺末梢部に発生する腺がんなどとの鑑別を要します。

治療・予後・中皮腫は他の悪性腫揚に比べて、いまだ予後の悪い疾患ですが、最も頻度の高い上皮型に

限ってみれば、外科療法、化学(抗がん剤)療法、放射線療法を加えた集学的療法により、以前よりははるかに

予後が改善してきています。

(注)免疫組織化学染色:組織や細胞構成成分に対する特異的な抗体を標識抗体により認識し、対応する抗

原の局在や組織構成成分を解析する手法。あるがんに特異的に発現している抗原を検出するととで、他のが

んとの鑑別が可能となる。中皮腫の陽性マーカーとして力ルレチ二ン、WT-1、CAM5.2が、陰性マーカーと

してCEA、TTF-1、Ber-EP4がよく知5れている。

⑧蹄がん(原発性肺がん)

原発生肺がんは気管支あるいは肺胞を覆う上皮に発生する悪生の腫石綿ぱく露と喫煙が肺ゅん死亡の

蕩です。中皮腫と異なり、喫煙をはじめとして石綿以外の多くの原因で 相対危険度に及ぼす影響

も発生します。 II 石綿ぱく鋸

石綿ぱく露との関連:石綿ばく露力 5肺がん発症までの潜伏期間の多

くは30-40年程度と長くなっています。石綿の累積ばく露量が多いほ

ど肺がんになる危険が高くなるととが知5れています。石綿のぱく露濃

度とばく露年数をかけた値が25-100繊維ImlX年となる累積ばく露

量で肺がんの危検は2倍に増加するとされています。一般に比較的高濃

度の職芸能性ぱく露が関係している症例が多いと考えられます。環境省の

敷地境界基準値である0.01繊維Imlの濃度では25繊維ImlX年のばく

露量に達するには2000年以上のぱく露期間が必要である

ととから、通常の一般環強ばく露のみによって肺がんの危険

が2倍になることは現時点ではますないと考え5れています。

また、肺がん発生の最大の要因は喫煙であり、石綿と喫

煙の両方のばく露を受けると、肺がんの危険性は椙乗的に

高くなるととが知られています。喫煙しない人の肺がんの

危険性を1とすると、喫煙者は10倍、石綿ばく露者は5倍、

喫煙をする石綿ぱく露者は約50倍とする報告があります。

肺がん発生の危険性を減5すためには、禁煙することが大

切です。

出典:Hammond & Selikoff(1979) 



症状:臨床的に咳、療、血痕といった症状がよくみられますが、無症状で胸部エックス線や胸部CT検査の

異常として発見される例も存在します。

診断凶胸部エックス線や胸部CTによる画像診断、暗液細胞診が行われますが、確定診断には経気管支鏡

生検などによる病理組織診断が必要です。石綿ぱく露によって生ずる肺がんには、発生部位や病理組織型(腺

癌、肩平上皮癌など)の特徴はありません。石綿ぱく露が原因である肺がんの診断には、石綿ぱく露作業歴の

ほかに、石綿肺、胸膜ブラーク、肺内の石綿小体あるいは石綿繊維が医学的所見として参考になります。

治療・予後.外科療法、化学療法、放射線療法などがあり、早期に発見し、根治的な手術療法により治癒す

るととができます。一般に病期が進行しているほど5年生存率は悪く芯ります。

⑧石綿肺

石綿肺は、石綿を大量に吸入することにより、肺が

線維化する「じん肺」という病気の一つです。肺の線

維化が進行していき、酸素ー炭酸ガスの交換を行う機

能が損なわれるため、呼吸困難が生じます。肺の線維

化を起こすものとしては石綿以外の鉱物性粉じんをは

じめ多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっ

ておきた肺品嚇街宣を特に石綿肺とよんで恒E別しています。

石綿ぱく露との関連:通常、石綿を大量に吸入ぱく

露した労働者に起こり、石綿ばく露開始か510年以上

経過して石綿肺の所見が現れます。つまり、石綿肺は高濃度の石綿ぱく露の医学的所見のーっともいえます。

累積石綿ぱく露量が25繊維/mlx年以上ないと石綿肺は発症しないと言われています。

症状・経過:初期症状として労作時の息切れ、咳、療が多くみられます。石綿ぱく露を中止した後も症状

が徐々に進展して呼吸機能の低下も徐々に進み、日常生活に障害をもたらし、在宅酸素療法制OT)が必要

となります。

また、肺がん、中皮腫、気胸、胸水、気管支炎などを合併するとともあるため、注意が必要です。

診断・胸部ヱックス線検査では、両側下肺野(肺の下部)の線状影を主とする不整形陰影がみられます。

しばしば、胸膜ブラークやびまん性胸膜肥厚もみ5れます。石綿肺の診断には胸部HRCT検査が有用です。

そのほか、病理組織検査や気管支肺胞洗浄液(BALF)でみ5れる石綿小体も石綿ぱく露の医学的所見とし

て参考になります。しかし、石綿肺の診断は必ザしも容易では芯く、画像上では進展した石綿肺と特発性間質

性肺炎等との鑑別は不可能です。診断には石綿ぱく露歴の確認だけでなく、どの程度ぱく露されたかの情報

が重要に芯ります。

治療:咳、療に対する鎮咳剤や去液剤!こよる薬物療法、慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法制OT)など

の対症療法を行います。

回
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④びまん性胸膜鵬厚

ぴまん性胸膜肥厚は、臓側胸膜(肺を覆う膜)の慢性線維性胸膜炎の状態であり、通常は壁側胸膜(胸壁を

覆う膜)にも病変が及んで両者が癒着していることがほとんどです。胸膜ブラークと異なり、びまん性胸膜肥

厚は結核』性胸膜炎芯ど石綿以外の様々な原因によっても生じます。

石綿ばく露との関連・良性石綿胸水と同様に比較的高濃度の石綿の累積ばく露により発症すると考え5

れています。潜伏期間は高濃度ぱく露群で30年、それよりも少し低い群で40年という報告があります。職業

性ぱく露によるびまん性胸膜肥厚症例での石綿ぱく露期間は3年以上の例がほとんどです。

症状・経過.呼吸困難、反復性の胸痛、反復性の呼吸器感染等がみられます。石綿ばく露に関連するびま

ん性胸膜肥厚は、石綿肺に合併したり、良性石綿胸水の後遺症として生じるととが多いとされています。

診断・胸部エックス線検査で、厚さは最も厚いとごろで5mm以上、広がりは片側の場合は胸部単純写真

⑧良性石綿胸水

で側胸壁の 1/2以上、両側の場合は側絢壁の

114以上がひとつの目安となります。ほとんどの

例で肋横角の消失がみ5れます。胸部CTでは胸

膜ブラークも見つかることが多く、胸部CT検査

は診断と鑑別に欠かせません。

治療・予後現在のところ特別な治療法はあ

りません。徐々に呼吸機能障害が進行していき、

慢性呼吸不全になった場合には在宅酸素療法等

を行います。

胸水とは胸腔内に体液が貯留することであり、石綿以外の様々芯原因によっても生じます。とくに、石綿粉

じんを吸入することによって、胸腔内に胸膜炎による浸出液(胸水)が生じる場合を良性石綿胸水と呼びます。

石綿ぱく露との関連・比較的高濃度の石綿粉じんを吸入することによって生じ、発症までの潜伏期間は

15年以内のこともありますが、平均40年と他の石綿疾患同様に長い傾向が見5れます。

症状:呼吸困難や胸痛といった自覚症状で気づくこともあれば、自覚症状がなく、胸部エックス線検査で

見つかることもあります。

診断:悪性腫場や結核などのほかに胸水の原因となる疾患が見当たらす、石綿ぱく露歴があること、臨床

的に胸部エックス線検査や胸腔穿刺により胸水が証明されることで診断されます。確定診断には他の原因を

除外する必要があるため、最低1年干自室の経週観察が必要です。ほとんどの例で胸膜プラークを認めます。

治療・予後・胸水の持続期間は平均3ヶ月で、約半数は自然に消失します。治療としては胸腔穿刺による

胸水排出やステロイド剤の投与力t行われます。中には何度も繰り返すことによりひまん性胸膜肥厚が生じ、呼

吸機能障害をきたすことがあります。特に早期の中皮腫の発症による胸水との鑑別が困難なととがあり、定

期的芯経過観察が重要です。
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目]J石綿(アスベスト)(まく露の医学的所見

石綿関連疾患の診断で蓑要な点は、石綿ぱく露歴を確認することです。そのため、病気の既往歴や喫

煙歴のほかに、学生時代のアルバイトも含めて従事した職業・職種を具体的に年代順に聴き取るとと、

幼少-子供時代の居住地などの生活環境も聴き取るととが重要です。また、父母や配偶者の石綿ばく露

作業歴を聴き取るととも大切です。

しかしながら、石綿関連疾患は発症までの潜伏期闘が長いととか5、石綿ぱく露歴が明5かでない場

合もでてきます。そのため、石綿肺のほかに、胸膜プラークと石綿小体(アスベスト小体)が、医学的

lこ客観的な石綿ぱく露の所見として非常に重要です。

①胸膜ブラーク(胸膜肥厚斑)

石綿を吸入することによって壁側胸膜に生じた限局的芯線維性の肥厚を、労災・救済では「胸膜ブ

ラークjと呼んでいます。通常は、びまん性胸膜肥厚と異なり、臓側胸膜との癒着はありません。

石綿ぱく露との関連:通常、 lまく露開始からおおむね15~30年以上を経て、認め5れるようになります。

高濃度の職業性ばく露だけでなく、家庭内ばく露や石綿鉱山、工場の近隣ぱく露のような低濃度ぱく露でも

認められます。胸膜フラークは過去に石綿のばく露があったことを示す重要な医学的所見で、す。最近の研究か

ら、胸部正面エックス線写真により胸膜ブラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によ

り当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの、又は胸部CT画像で胸膜フラークを認め、左右いすれかー側

の胸部CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に摘出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4.以上のもの

については、肺がん発症の危険が2倍以上となる累積石綿ばく露量があったと推定される結果わ可専られています。

経過:時間の経過とともに徐々に拡がり石灰化しますが、胸膜プラークだけでは治療を要するほどの著し

い呼吸機能障害は起こりません。

診断:胸膜プラークの診断には、胸部CT検査が有用です。胸膜プラークは、おおむね両側の壁側胸膜や

横隠胸膜に非対称性にみられます。また、胸腔鏡検査、開胸手術や剖検時に肉眼で光沢を帯びた白色の肥厚

斑を観察することもできます。結核芯どの炎症の後遺症による石灰化胸膜肥厚との鑑別を要するとともあり

ます。胸膜ブラークl立石綿肺(アスベストーシス)とは異なります。

胸膜フラークの肉眼所見 回
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⑧笥綿小体(アスベスト小体)

石綿小体とは、肺内に長期間滞留した石綿繊維の一部がフェυチンなどの鉄たんぱく質で覆われたも

のをいい、過去の石綿ぱく露を推定する重要な指標となるものです。通常直径は2~5μmで鉄アレイ

様など特徴的な形をしています。また、 20μm以上の長い繊維が被覆されやすいと言われています。

ヒトの生体試料を用いた石綿ばく露量の評価には、手術や剖検時に得られた肺組織について、①位相

差光学顕微鏡を用いて石綿小体を計数する方法、②電子顕微鏡を用いて石綿繊維の種類と数を計測する

方法があり、どちらも乾燥肺重量19当たりの本数で表します。労災病院のアスベスト疾患ブロック

センター(右ページ参照)で実施可能です。職業性石綿ぱく露の場合、数種類の石綿のばく露を受けてい

ることが多いと言われています。比較的大量のクリソタイル(白石綿)だけのぱく露を受けていると考え

られるものの、石綿小体が一定量認め5れない場合には、石綿繊維そのものを電子顕微鏡でみる専門的

な分析が必要になる場合があります。また肺組織を得るととができない場合には、③気管支肺胞洗浄液

(BALF)中の石綿小体を検出する方法もあります(注)。

肺がんの発症の危険が2倍以上になる累積石綿ばく露量とされる25繊維/mlx年に相当する医学的指

標は以下の通りです。

累積石綿ぱく露量の25繊維/mlx年に相当する医学的指標

①乾燥肺重量19当たりの石綿小体5000本以上

②乾燥肺重量19当たりの石綿繊維200万本以上(繊維長bi5μm超)又は500万本以上(繊維長が1μm超)

③気管支肺胞洗浄液(BALF)1 ml当たりの石綿小体が5本以上

(注)気漕支肺胞洗浄気管支鏡を気管支に挿入して生理食塩水を注入し、回収した洗浄液の細胞成分や液主

成分を分析し呼吸器疾患を診断する方法。



目亙自分が病気かどうか、不安な場合

石綿による健康被害は、中皮腫に代表されるように、石綿を吸い込んでか530~50年という長い潜

伏期聞を経て発症します。石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、

その他特にご心配芯方は近隣の労災病院のアスベスト疾患センター等の専門医療機関にご相談ください。

また過去に石綿を吸い込んでしまった恐れのある人は、喫煙により肺がんのリスクが増大するため、

禁煙するととが重要です。

アスベスト疾患センター一覧

北海道ブロック

。 北海道中央労災病院 '1'068-0004 北海道岩見沢市四条東16-5 TEL 01 26-22-1 300 

釧路労災病院 i'085目 8533 北海道留11路市中園町13-23 TEL 0154-22-7191 

東北ブロック

。東北労災病院 1'1'981-8563 宮城県仙台市青葉区台原4-3-21 TEL 022-275-1 1 1 1 

関東ブロック

鹿島労災病院 i'314-0343 茨城県神栖市土合本町1-9108目2 TEL 0479-48-41 1 1 

千葉労災病院 i'290-0003 千葉県市原市辰巳台東2-16 TEL 0436-74-1 1 1 1 

東京労災病院 '1' 143-0013 東京都大田区大森南4-13-21 TEL 03-3742-7301 

関東労災病院 '1'211-8510 神奈川県JII崎市中原区木月住吉町1-1 TEL 044司411-3131

。 横浜労災病院 i'222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3211 TEL 045-474-81 1 1 

新潟労災病院 i'942'8502 新潟県上越市東雲町1-7-12 TEL 025-543-31 23 

中部ブロック

富山労災病院 '1'937-0042 富山県魚津市六郎丸992 TEL 0765-22-1 280 

浜松労災病院 '1'430-8525 静岡県浜松市東区将監町25 TEL 053-462-1 21 1 

中部労災病院 i'455-8530 愛知県名古屋市港区港明1-10-6 TEL 052-652-551 1 

。 旭労災病院 i'488-8585 愛知県尾張旭市平子町北61 TEL 0561 -54-31 31 

近畿ブロック

関西労災病院 '1'660-8511 兵庫県尼崎市稲葉荘3-1-69 TEL 06-641 6-1 221 

。 神戸労災病院 i'651-0053 兵庫県神戸市中央区繕池通4-1-23 TEL 078-231 -590 1 

和歌山労災病院 i'640-8505 和歌山県和歌山市木ノ本93-1 TEL 073-451-31 81 

中四国ブロック

山陰労災病院 '1'683-8605 鳥取県米子市皆生新国1・8-1 TEL 0859-33-81 81 

。 岡山労災病院 '1'702-8055 岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25 TEL 086-262-01 31 

中国労災病院 i'737-0193 広島県呉市広多賀谷1-5-1 TEL 0823-72-7171 

香川労災病院 i'763-8502 香川県丸亀市城東町3-3-1 TEL 0877-23-311 1 

愛媛労災病院 i'792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町13-27 TEL 0897-33引 91I 
九州ブロック

山口労災病院 i'756四 0095 山口県山陽小野田市大字小野田1315-4 TEL 0836-83-2881 

九州労災病院 i'800-0296 福岡県北九州市小倉南区葛原高松1-3-1 TEL 093-471-1121 

。 長崎労災病院 i'857-0134 長崎県佐世保市瀬戸越2-12-5 TEL 0956-49-21 91 

熊本労災病院 '1'866-8533 熊本県八代市竹原町1670 TEL 0965-33匂4151I 

注)。は「ブロックセンターj。ブロックセンターを中心に地域の他の医療機関にアスベストに関する診断技術、

治療技術を公開・提供・支擬していく体制となっている。
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石綿により健康被害にあわれた方には、次の2つの支援制度があります。一つは、労働者等の方が石

綿にさらされる業務に従事していた場合に労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補

償制度により補償を受けることができます。もう一つは、これら制度による補償を受けられない場合l亡、

石綿健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

目E労災保険制度の紹介

⑦労災保賎給付

固

労災保険制度は、仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(業務災害);を被った労働者や

そのご遺族に対して保険給付などがなされる制度です。

石綿による健康被害に関しては、労働者が業務上の事由で石綿を吸入して、それが原因で石綿に関連

した疾病にかかったり、亡くなられた場合lこ、業務災害として労働基準監督署長かう認定を受ければ、

労災保険の給付を受115れます。現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、業務上石綿にさ

らされた事により石綿肺、肺がん、中皮躍など、石綿との関連が認め5れる疾病にかかり、そのために

療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くな5れた場合には、労災保険の対象となります。な

お、 2012年3月末に石綿の労災認定の認定基準が改正されました。

労災保険で受けられる保険給付は次のものがあります。

①療養(補償)給付療養の給付文は療養の費用の支給

②休業(補償)給付・休業4日白から休業1白につき給付基礎日額の60%支給

⑤傷病(補償)年金・年金支給

③障害(補償)給付・年金文lま一時金支給

⑤介護(補償)給付・介護費用支給

⑥遺族(補償)給付及び葬祭料{葬祭給付):遺族に年金又は一時金及び葬祭料の支給

労災保険給付を受けるためには、その病気が仕事が原因で発病したものであると労働基準監督署長か

5認定を受ける必要があります。

労災保険制度の詳しい内容については、最寄の都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

労働基準監督署の所在地については、厚生労働省のホームページに掲載されています。

(http://www.mhlw目gO.jp/bunya/roudoukijun/locatio円.htmJ)



⑧否綿関連疾患の労災認定状況

揖聾開始桂1年6か月た
っても慣病が泊61G1:い
で障害由程度出 閣病等
紐(l紐-3相〉 に該当
すると苦

障害(情慣〉年金又/<l:構
病〈補慣〉年金の一定の
陣害により、現に介謹在
呈けていると告

石綿による健康被害と言われている中皮腫の患者は年々場えつづけています。厚生労働省の人口動態

統計によると、 1960年代の石綿輸入量の増加した時期に潜伏期間(平均約40年)を加えた時期にあた

る最近において急増してきています。 2010年に中皮腫で死亡された方は1209名で、 1995年の倍を

上まわっています。

石綿にさらされる業務によって労災保険を受けている方々は1990年代か5繕えており、 2005年度

以降の支給決定数は下の表のとおりです。

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

肺 わI ん 213 783 502 503 480 424 
中 皮 腫 502 1.001 500 559 536 498 
びまん性胸膜肥厚 4 48 37 24 31 35 
良 性石綿胸 水 2 26 24 29 24 37 

⑧特別遺族給付金(特別遺旗年金・一時金)

石綿健康被害救済制度により、労災補償を受けすに死亡した労働者の遺族に対する救済措置として、

特別遺族給付金が設115れました。対象となるのは、石綿を原因とした疾病で亡くなった労働者(特別

加入者を含む)のと遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利がなく

なった人です。対象者には、特別遺族年金(原員!J240万円/年または特別遺族一時金)が克恰されます。

特別遺族給付金については、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

回
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a石綿健康被害救済制度の紹介

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受115れ

た方及びそのと遺族の方で、労災補償等の対象とな5ない方に対し迅速芯救済を図ることを目的として

「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。との特殊性とは、中皮腫や肺が

んといった石綿による健康被害が長い潜伏期間を経て発症することから、原因者の特定が非常に難しい

ことを指しています。

この法律に基づき、日本圏内において石綿を吸入するととにより指定疾病(中皮腫、肺がん、著しい

呼阪機能障害を伴う石綿姉、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかり現在療養されてい

る方、とれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族が申請・請求をすることができます。

救済給付の費用負担は、石綿による健康被害とその原因者との因果関係が特定できないこと、すべて

の国民や事業者が石綿による恩恵を受けてきたことにかんがみ、国からの交付金、地方公共団体か5の

拠出金、労働保険料を納付している事業主からの拠出金、石綿との関係が深い事業主からの拠出金によ

り石綿健康被害救済基金を設け、給付lこ必要な費用を賄うとととなりました。

草書宇 購制三玉箇
著書合通医官よずし11d-
ー… a 献 し吟

‘ 給付

①救済給付

救済給付の内容は以下のとおりです。

①医療費:医療費の自己負担分

場
ERCA 
建立持政理人

環境再生線全機構

|石綿健康被害救済基金(

‘圃圃幽幽

拠出・交付

'.' 

②療養手当:103;870円/月(治療に伴う医療費以外の賛用負担に対する給付)

③葬祭料:199，000円(認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付)

事業者

地方公共団体

.，-， 

④救済給付調整金;被認定者がお亡くなりになるまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特
別遺族弔慰金の額!こ満た芯い場合に、被認定者のと遺族に支給される給付

⑤特別遺族弔慰金:2，800，000円[指定疾病が原因で死亡した者のご遺族lこ対する給付)

⑤特別葬祭料:199，000円(指定疾病が原因で死亡した者の葬祭に伴う費用負担に対する給付)



⑧石綿関連疾患の救済認定状況(癒護者・来申請死亡者)

救済給付を受けるためには、石綿が原因で発症した指定疾病に擢患した者であると環境再生保全機

構から認定を受ける必要があります。

[認定状況}

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

中 皮 腫 62フ 525 571 572 601 573 

肺 b' ん 172 117 144 140 1 19 112 

著伴しいう呼吸石機能綿障害肺を 5 4 

伴著うししび1呼まん吸機性能胸膜障害肥を厚 9 16 

⑧輔別遺族弔慰金・特別葬祭料

指定疾病が原因で亡く芯られた方のご遺族に対しては、特別遺族弔慰金と特別葬祭料がま乙給されます。

特別遺族弔慰金と特別葬祭料には、次の2種類があります。

-法律施行以前または改正政令施行以前に亡く芯られた方(施行前死亡者)のご遺族

-法施行後または改正政令施行以後に認定の申請をしないで亡くなられた方(未申請死亡者)のご遺族

詳しくは環境再生保全機構にお問合せ下さい。

未申輔欄請甑死虻出亡者駒の場騎合 死町亡しはた翌割臼帥酌町白か凶、も引ら引咋1
(施行前拍の場合平成問月四

遺族の場合は、平成35年12月1日まで。

固



救済給付の対象となる人、救済給付の種類、手続に必要な書類は以下のようになります。書類の提出

先は、環境再生保全機構、環境省地方環境事務所、保健所等です。

阻E医療費等に関する申請(療養中の方)

指定疾病で

現在療養中

の方
認定申請

-認定申請書

・申請者の戸籍の抄本もしくは戸籍記載事証明書また

は住民票の写し

-指定疾病にかかっているととを証明できる医師の診

断書(判定様式)、その根拠となる医学的資料

-申請に係る疾病が肺がんの場合、その原因が石綿で

あることを証明する資料

-申請に係る疾病が「著しい呼吸機能障害を伴う石綿

肺」または「著しし1呼吸機能障害を伴うびまん性胸

膜肥厚」の場合、石綿のばく露に関する申告書

医療費 -認定をもって、医療手帳が交付されます。 医療手帳
(医痕費自己負担分)

医療手帳が交
-医療費請求書

被認定者 |付されるまで |医療費自己負担ゆ
-受診等証明書

の聞の医療費

療養手当
-療養手当請求書 |月103.870円
(認定申請書と同時にと提出ください) (2か月分年B回支給)

つ-
7
 

を祭
方

葬

た
葬祭料 199.000円

死亡した被

認定者のご

遺族の方

(給付され

た医療費・

療養手当の

合計力'280
万円に満た

ない場合)

救済給付調整金

-救済給付調整金請求書

-被認定者が死亡したこと及び死亡年月日を証明す

る書類

-請求者と被認定者の身分関係を証明する戸籍謄本

または抄本、生計同ーを証明する書類など

280万円を

上限とする

調整額

回



国~弔慰金等に関する請求(お亡くなりになった方のと遺族)

法施行前議1

または改正

政令脳背ず2

に指定疾病

により死亡

された方の

ご遺族

特別遺族弔慰金

特別葬祭料

-特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(施行前死亡者用)

・市町村長に提出した死亡診断書を機精力t確認することに 1280万円

ついての同意書

請求に係る疾病が肺がんの場合、その原因が石綿である

ことを証明する資料

・請求者と指定疾病で死亡した方の身分関係を証明する戸 1199.000円
籍謄本または抄本、生計同ーを証明する書類芯ど

議長1 簡京に係る疾病が「中皮盟副またI~ r肺がんJの場古、法由施府目(平成18年3月27日)よ口も前に死亡した方が対車と草Dます。

※2 講まに係る疾病が「著しし1呼吸機能障害在伴う石綿肺」または「著しい呼臨機能障害在伴うぴまん性胸膜!~厚J の場合、とれ62疾病を指定疾病に追加し
た改正政令の施府日(平成22年7月1日)よりも前に死亡した方が対車と芯ります。

法施行後嗣

または改正
政令制施行

後に申請を

し芯いで指

定疾病によ

り死亡され

た方(未申請

死亡者)の

ご遺族

特別遺族弔慰金

特別葬祭料

-特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(未申請死亡者用)

・死亡の事実、死亡年月日、請求lこ係る疾病に起因して

死亡したととを証明する書類(死亡診断書の写し、死

体検案書の写しなど)

-指定疾、病にかかっていたことを証明できる医師の診断

書(判定様式)、その根拠となる医学的資料

-請求に係る疾病が肺がんの場合、その原因が石綿であ

ることを証明する資料

-請求に係る疾病が「著しい呼吸機能障害を伴う石綿

肺Jまたは「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜

肥厚Jの場合、石綿のばく露に関する報告書

-請求者と指定疾病で死亡した方の身分関係を証明する

戸籍謄本または抄本、生計同ーを証明する書類主主ど

誤認3 請求に係る疾病が「中皮盟副または「肺がんJの場合.法の施行日(平成18年3月27日)以後に死亡した方が対車となDます。

280万円

199.000円

来4 請求に係る疾病が「著しい呼吸機能障害在伴う右帽肺J またl孟「著しい呼限機能障害在伴うぴまん性胸膜!~I事J の場合、己れ62疾病苦指定疾病に追加し
た改正政令の施行自(平成22年7月1日)以桂に死亡した方が対象と草白ます.

認定の申請や給付の請求に関する書類は、環境再生保全機構、環境省地方環境事務所、保健所等で、

持参または郵送により受け付けています。機構は、提出された書類を審査し、医学的事項については環

境大臣に判定を申し出、環境大臣による判定の結果に基づき認定等を行います。

認定された方には、医療手帳を介して医療費の支給が行われます。被認定者が、医療機関において診

療等を受ける際に医療手帳を示すことで、医療費のいわゆる自己負担分の医療機関への支払いが免除さ

れます。免除された医療費は、機構が医療機関の請求に基づき支払います。

また、指定疾病によりお亡くなりに芯った方のご遺族に対しては、特別遺族弔慰金と特別葬祭料の支

給が行われます。

いすれの給付も請求に基づき行われることになりますので、詳しくは環境再生保全機構、環境省地方

環境事務所、保健所等にお問い合わせください。

固



画

目E申皮腰、肺がんの場合

①指定疾病で現在療養中の方及び法施行日(平成18年3月27日)以後に認定の申請をしないで指定

疾病により死亡された方

中皮腫

肺がん

-中皮腫であること

.主治医の診断書(I中皮腫である。 Jとする診断書)

.病理組織診断書(原則としてHE、免疫染色)

・細胞診報告書 (J¥.) ¥.ニコロウ染色と免疫染色芯ど)

・画像((胸部または腹部)CT及び胸部工ックス線など)

胸水等に係る検査報告書

・原発性肺がんであること

・主治医の診断書(I石綿による原発性肺がんである。」とする診断書)

病理組織診断書

細胞診報告書

・画像(胸部C丁、胸部H円CT及び胸部工ックス線など)

・石綿ぱく露if}原因であることを示す医学的所見があるとと

①画像(胸部C丁、胸部HRCT及び胸部単純エックス線)による胸膜ブラーク

所見に加え、一定程度以よの肺線維化所見

②石品!JIJ¥体計測結果

乾燥肺1g当たりの石綿小体5000本以上

日ALF(気管支肺胞洗浄液)1 ml当たりの石綿小体5本以上

乾燥肺19当たりの石綿繊維200万本以上(長さ511m以上)文は500万本以上(長引μm以上)

②法施行日(平成18年3月27日)よりも前に指定疾病により死亡された方

l ・中皮腫であったとと
中皮腫|

| ・中皮援であったととが記載された死亡診断書芯どで判断

.原発性肺がんであったこと

(原発性)肺がんであったことが記載された死亡診断書などで判断

・右綿ぱく露が原因であることを示す医学的所見があること

①画像(胸部C丁、胸部HRCT及び胸部単純エックス線)による胸膜プラーク

肺がん i 所見に加え、一定程度以上の肺線維化所見

②石綿小体計測結果

・乾燥肺1g当たりの石綿小体5000本以上

. BALF(気管支肺胞洗浄液)1 ml当たりの石綿小体5本以上

・乾燥肺19当たりの石綿繊維200万本以上(長訪問以上)又は500万本以上(長さ111m以上)



回 2/著しい陣販機能樟曹を伴う石綿肺、著しい時限機能
一一一障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合

①指定疾病で現在療養中の方及び改正政令施行自(平成22年7月1日)以後に認定の申請をしない

で指定疾病により死亡された方(未申請死亡者)

石綿肺

びまん性

胸膜肥厚

-石綿肺であるとと

主治医の診断書(i石綿肺である。 Jとする診断書)

画像(胸部C丁、胸部HRCT及び胸部単純エックス線)による一定程度以上の

肺線維化所見

・著しい呼吸機能障害を伴っていること

日本呼破器学会 (2001年)の肺活量予測式定使用するなどして、一定以上の

呼吸機能障害であるとと*

・石綿ぱく露の確認

石綿のぱく露に関する申告書及び石綿lまく露が確認できる資料

・石綿によるぴまん性胸膜肥厚であるとと

-主治医の診断書(r石綿によるぴまん性胸膜肥厚である。」とする診断書)

-画像(胸部C丁、絢部HRCT及び胸部単純エックス線)による一定程度以上のぴまん性

の胸膜肥厚所見

・著しい呼吸機能障害を伴っていること

-日本呼吸器学会 (2001年)の肺活量予測式を使用するなどして、一定以上の

呼吸機能障害であるとと*

・石綿ぱく露の確認

.石綿のぱく露に関する申告書及び石綿ばく露が確認できる資料

②改正政令施行日(平成22年7月1日)よりも前に指定疾病により死亡された方

右綿肺
-石綿肺により死亡したこと

-石綿肺であったことが記載された死亡診断書などで判断

びまん性i・石綿によるびまん性胸膜肥厚により死亡したこと

胸膜肥厚| ・石綿によるびまん性胸膜肥厚であったととが記載された死亡診断書などで判断

*著しい呼吸機能障害の判定基準

呼吸機能検査の結果、以下の(ア)文は(イ)のいすれかを満たす場合に、著しい呼吸機能障害と判

定する。

(ア)}て一セント肺活量(%VC)が60%未満であることo

(イ)}，一セント肺活量(%VC)が60%以上80%未満であって、

i ) 1秒率わPO%未満であり、かつ、 %1秒量わ1150%未満であること

又は、

ii)動脈血酸素分庄(Pa02)が60Torr以下であること、又は、肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaD02)の著しい

聞大が見られるとと

固



[ 教済給付に関するお聞い合わせ先 ] 

申請書などの様式l立、こち5の窓口または機構ホームページか5入手いただけます。

書類の受付は、こち5の窓口または郵送でお受けいたします。

独立行政法人環境再生保全機構 http://WWW:er:oa.gb.jT/asbestoslindex.html

---
語翻ヲリャダイヤル 0120嗣38叩訂以ァJ川 sbestop白rea.go:jp
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環境省地方環境事務所 http://www.env.go.jp/region/
-北海道地方環境事務所(札幌市) ・中部地方環境事務所(名古屋市) ・広島事務所(広島市)

TEL: 011-299司 1952. TEL目 052-955ω2134 TEL:082・511・0006

・東北地方環境事務所(仙台市) ・近畿地方環境事務所(大板市) ・九州地方環境事務所(熊本市)

TEL・022-722-2867 TEL: 06-4792心703 TEL:096国214-0332

・関東地方環境事務所(さいたま市) ・中国四園地方環境事務所{岡山市) ・福岡事務所(福岡市)

TEL・048-600・0815 TEL: 086-223-1581 TEL : 092-437-8851 

-新潟事務所(新潟市)

TEL・025-280-9560
-高松事務所(高松市)

TEL: 087-811-7240 

保健所等でも申請・請求の受付が行われています。

「見災担関正町村由lいお-
労働者が業務上、アスベストを阪入して、それが原因でアスベストが原因の病気にかかったり、お亡くなりになら

れた場合lこ、業務災害として労働基準監醤署長か5認定を受ければ、労災保険の給付を受|才5れます。詳しくは

最寄の労働基準監醤署でご相談ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukUun/location.html 
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聖マUアンナ医科大学予防医学教室教授高田礼子

独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部顧問医聞

東洋大学経済学部教授、元産業医学総合研究所部長神山宣彦

独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部

平成18年3月

平成19年8月

平成20年12月
平成22年7月
平成22年8月
平成24年6月

森永謙二

厄亙重量8
との印腕鞠ま~~明W動、
リザィクルでe~す‘

己の日刷物志国等による環壇制面等の調達由推進等に関する法律(クU ン購入法)

に高ヨく基本方針国判断の基準を満たす紙を堕用しています.
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(一石締くアスベスト〉健康被害 t 
:;;iE1 のしくみ1

とのパンフレットは、石綿<アスベスト>による健康被害を受け5れた方々に

対する救済制度の手続きや給付の内容についてまとめたものです。

場独捌法人環境再生保全機構
ERCA 

置霊童罰



石綿健康被害救済制度の概要

石綿健康被害救済制度は、アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方及びそのと遺族で、

労災補償の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

この制度の対象となる病気(指定疾病)は、アスベストによる①中皮腫(がんの一種)、②肺がん、

③著しい呼吸機能障害を伴う石綿師、④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚です。現在こ

れらの病気にかかられている方及びとれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族が認定の申請

や給付の請求をすることができます。

この制度に必要な費用は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、事業者からの拠出金に

よってまかなわれています。

判
定
結
果
町
通
知

;涯学的判定を憂する ! 
事項に関し、判定の申出 f 

/ lE 

E 

独立行政法人

環境再生保全機構

石綿健康被害救済基金
申情請求

認定・給付

<労災関係>

職業上、アスベストにさらされていた労働者にアスベストによる健康被害が生じた場合、それが

業務上のものと認められると、労災保険から保険給付をうけるととができます。

また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を

受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」が支給されます。

とれ5の給付については、最寄の労働基準監督署に相談のうえ、請求手続きを行ってください。

全国労働基準底督署所在地 http://www.mhlw.go.jp/bulwa/roudoulくijun/location.html

それ以外の公務災害等補償の場合はお勤め先だった職場へお問い合わせ下さい。

旧国鉄職員の災害補償の場合は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業本部

(TEl 045-222-9567、http://www.j陀t.go.jp/02Business/S巴社lemenVsettlecasbesto目htmJ)

へお問い合わせ下ざい。

騒騒



指定疾病と救済給付の種類

指定疾病は、アスベストを吸入するととにより発症した①中皮腫、②肺がん(気管支又は肺

の悪性新生物)、③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性

胸膜肥厚です。救済給付の種類は以下のとおりです。

<指定疾病> <救済給付の種類>

アスベストによる ①医療費(本人が請求) ・ ・ ・ ・・ ・ ・ 自己負担分

①中皮腫、②肺がん、 ②療護手当(本人が請求). .• • • • • • • • • • • • 103.870円/月

③著しい呼吸機能障害 ③葬祭料(葬祭を行う方が請求)・・・・・・・・・・・・ 199.000円

を伴う石綿肺、 ④救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求)・・・・ P6参照

④著しい呼吸機能障害 ⑤特別遺族弔慰金(生計が同一であったと遺族が請求)・ 2.800.000円

を伴うびまん性胸膜 ⑤特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求). • • . 199.000円

肥厚

アスベストによる健康被害者本人による申請・請求

救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定痴丙にかかっ

た旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構(以下、「機構」といいます。)から受ける必要があ

ります。

認定申請書に添付書類を添えて、機構に直接または郵送で申請してください。環境省地方環

境事務所や保健所等を通じて提出するとともできます。

提出された書類について機構で確認し、医学的判断を要する事項については環境大臣に判定

の申出をします。機構はその判定結果に基づいて、認定の可否を決定し、認定された方に対し

て救済給付を支給します。

<認定申請の流れ>

認定申請 十一一|

(申請書なお じ一一|

同線開問問問欄問問滅私

医学的判定の申出

毒患
判定結果の通知

認定等の通知

鑓欝



認定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付されます。認定された方は保険医療機関

等において医療を受ける際、この医療手帳を提示することにより、医療費の自己負担分の支払

いが免除されます。

療養を開始した日(認定された指定疾病について初めて診察、薬剤の投与等の医療療養を受

けた日をいいます。なお、その日が認定の申請のあった日の3年前の目前の場合は、認定の申

請のあった臼の3年前の日です。以下、「基準日」といいます。)かう医療手帳の交付までの聞

に保険医療機関等において認定疾病の治療等で支払った医療費の自己負担分については、医療

費請求書に受診等証明書を添えて機構まで請求してください。

<医療費支給の流れ>

医療手帳を

提示

鱗翻



<医療手帳が交付されるまでの閣の医療費請求・支払の流れ>

請求
(請求書芯ど)白

鳴
支給

じく必要な書類>が

; ・震療費請求書 η ; 

i・受診等証明書なと j 

設療養業動隷属品定自己出
認定された方には、医療費以外に「療養手当」が定額支給されます。認定された指定疾病に

ついて療養が始まった日(基準日)の属する月の翌月分か52ヶ月に l園、あわせて2か月分

が支給されます。

療養手当の請求書は、認定の申請を行うときに、認定申請書とあわせて提出するようにして

ください。

<療養手当請求・支給の流れ>

品目

種審

支給

騒機



離議議

認定された方の葬祭を行う方による請求

日婚制φ語家三三川
認定された方が指定疾病が原因で亡くなられた時、認定された方の葬祭を行う方は「葬祭料J

を請求することができます。

<葬祭料請求・支給の流れ>

ぷど)白
律欄繍臨機鵬糊鵬繍鰍鰍槻糊綱嶋機織議滋恥

認定された方が指定疾病が原図で亡くな§れた場
合のご渇族による請求

認定された方が指定疾病が原因で死亡した場合で、被認定者やそのご遺族にすでに支給され

た医療費および療養手当の額の合計額が、 280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たないとき、

そのご遺族はその差額分を救済給付調整金として請求することができます。



(申皮腫および肺がんについて)

平成18年3月27日(石綿健康被害救済法施行自)

前に指定疾病が原図で亡くなられた方(施行前死亡

者)のと遺族による請求

腕蔵院議iZJ掲揚糊割弱験反特別報幌市湖沼
日本圏内においてアスベストを吸入するととにより中皮腫肺がんにかかり、その疾病が原

因で平成18年3月27日(石綿健康被害救済法の施行日)前に亡くなうれた方のと遺族は、 「特

別遺族弔慰金Jと「特別葬祭料jの請求をするととができます。

議求できる期間は、平成34年3月27日まで(法施行日から16年)となっています。

<特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求・支給の流れ>

(説)白
……悶悶糊糊胸骨診

医学的判定の申出

曜書
判定結果の通知

認定等の通知

盤離



機騒

(中皮腫および肺がんについて)
平成18年3月27日(石綿健康被害救済法施行自)
以後に認定の申請をしないまま指定疾病が原因で亡
くな§れた方(宋申請死亡者)のと遺族による請求

日本国内においてアスベストを吸入することにより中皮腫・肺がんにかかり、平成18年3月

27日(石綿健康被害救済法の施行日)以後に、認定の申請をしないままその疾病が原因で亡

くなられた方のご遺族は、 「特別遺族弔慰金Jと「特別葬祭料」の請求をすることができます。

請求できる期間は、指定疾病が原因で亡くなられてから 15年です。ただし、平成20年12

月1日(改正法施行日)前までに亡くなうれた方は、平成35年12月1日まで(改正法施行日

から15年)請求を行うととができます。

<特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求・支給の流れ>

議)自
問瀦ゆ

医学的判定の申出

曜講
判定結果の通知

認定等の通知



(箸しい呼販機能障害を伴う石綿肺及びびまん性絢
膜肥厚について)
平成22年7月1日(改正政令施行目)前に指定疾病
が原闘で亡くな5れた方(施行前死亡者)のご遺族
!とよる請求

日本国内においてアスベストを吸入することにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著し

い呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかり、その疾病が原因で平成22年7月1日(改正

政令の施行自)前に亡くなられた方のご遺族は、 「特別遺族弔慰金jと「特別葬祭料jの請求

をすることができます。

請求できる期間は、平成38年7月1日まで(改正政令施行白から16年)となっています。

※く特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求・支給の流れ>をご覧下さい。

離麟



(著しい時限機能障害を伴う石綿蹄及びびまん性胸
膜肥躍について)
平成22年7月1目(改革政令施行目)以後に認定の
申請をしないまま指定疾病が原因で亡くな5れた方
(未申請死亡者)のご遺族!とよる請求

日本国内においてアスベストを吸入するととにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著し

い呼阪機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかり、平成22年7月1日(改正政令施行日)以後

に、認定の申請をしないままその疾病が原因で亡くな5れた方の己遺族は、 「特別遺族弔慰金」

と「特別葬祭料Jの請求をするととができます。

請求できる期間は、指定安病が原因で亡くな5れてか515年です。

※く特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求・支給の流れ>をご覧下さい。

離襲撃



指定疾病が原隠で亡くなられたご遺族か§の請求
に関する注意点

特別遺族弔慰金等の請求を行う際、申請する疾病によって下表のように請求期限が異なりま

すのでE注意下さい。

特別遺族弔慰金等の請求期限①中皮腫・肺がん

時一合一目515…ー1辞 3月2-MIl-
(町一騎…月U

までに死亡した方の遺族の場合は、平成35年12月1日まで。

H18.3.27 
法施行

H20目 12.1
改正法施行

特別濁族弔慰金等の請求期限②著しし、呼限機能障害を伴う石綿肺・ぴまん性胸膜肥厚

[施行前虻者の場合:平成田年7月1日
未申請死亡者の場合:死亡した翌日から15年以内。

難翻



申請・請求窓口(お問い合わせ先)

独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)
http://www.erca.go.jp 

蕗習;フIj一夕、イヤル0120圃 389圃 931 .Eメール asbestos@erca.go.jp

(受付時間平日 9:30~1 7:30) 
-本部

干212-8554

川崎市幸区大宮町1310 ミユーザ川崎セントラルタワー9階

TEL: 044-520-9508的

階4
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環境省地方環境事務所 http://www.env.go.jp/region/

-北海道地方環境事務所
干060-0808

札幌市北区北8条西2丁目札幌第合同庁舎
TEL: 011匂299田 1952

-中国四園地方環境事務所
干700-0984
岡山市北区桑田町18-28
明治安田生命岡山桑田町ビルl階

TEL: 086-223-1 581 
高松事務所

干760-0023

高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6階
TEL: 087-811-7240 
広島事務所

干730-0012

広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎3号館1階
TEL: 082-51 1 -0006 

-東北地方環場事務所
干980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6階
TEL: 022-722-2867 

-関東地方環境事務所

干330-6018
さいたま市中央区新都心11-2 

明治安田生命さいたま新都心ピル18階
TEL: 048-600-081 5 

新潟事務所

干950-0078
新潟市中央区万代島5-1新潟万代島ビル15階

TEL: 025-249-7575 

-中部地方環境事務所

干460-0001
名古屋市中区三の丸岳5-2
中部経済産業局総合庁舎1階
TEL: 052-955-21 34 

-九州地方環境事務所
干862-0913

熊本市尾ノ上1-6-22
TEL・096-214-0332 
福岡事務所

干812-0013

福岡市博多区博多駅東2-1 1-1福岡合同庁舎1階
TEL: 092-437田 8851

-近畿地方環境事務所
干540-6591
大阪市中央区大手前1-7-31OMMピル8階
TEL: 06-4792-0703 

匝盃盃璽
この悶麟絡は.""劃悶@経へ
υザイタルでをます.

己白印刷物l氏国害による環境物昂等白調遣の推進専に闘する法律(クUーン購入法}

に基づく基本方針の判断の基準を溝たす紙を慣用しています.
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石綿製品製造・加工工場一覧

(2010年暫定版)

独立行政法人環境再生保全機構
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石綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定版)

利用に際しての注意事項

本書は出典に示した文献、及び当該企業のホームページ(H円から作成した石綿製品製造・加工工場の一覧である。以下に注意事項を列挙する。

収録の範囲:原料の全部または一部に石綿を使用した製品(石綿糸・布・紙、パッキング、摩擦材(ブレーキシュ一等)、セメント製品、建材、電線等)の

製造、加工、再生を 1945年以降に行っていた工場(一部に鉱山事業所を含む)である。製造・加工された石綿製品を扱っていた、造船、車両製造修

理{鉄道・自動車)、断熱(熱絶縁)工事等の事業所、卸売・小売業、研究機関等は含まれていない。

企業名:原則として最新のものを記載したが、石綿製品製造当時の社名で記載されているものが多い。

工場名.複数の工場名が使われていたことが判明している場合には古い方を Aなどで記載した。

製造石綿製品製造されていた石綿製品の種類を記載した。加工のみの場合は(加工)と記載した。表記は出典の記載に従い統一していない。

住所:可能な範囲で現行の住所表記を示したが、石綿製品製造当時の地名表記で記載されている場合が多い。石綿取り扱い終了後に移転した場合

の住所は記載していない。なお‘出典が『商工名鑑I等に限られる場合には、住所地が事務所住所で記載されている場合があり‘事務所と実際の操

業工場が離れている場合があることに留意すること。

確認操業期間出典の記載から確認できる石綿の取扱期間を示している。性質が異なる資料を典拠とした場合(例:工場名簿にある主要製品名に対

して特定粉じん排出施設の届け日など)には、原則としてその中の最長期間を採用したが、実際の取扱期間存正確に反映するものではないn

石綿使用量:1957年時点での石綿使用量を記載した(出典:セメント年鑑)。

HP・当該企業のホームページ(HP)公表事項から引用したことを示す。

出典:名簿等の表題には和暦、西暦が混在するものがあるが、ここでは全て西暦に統一した。

岡両著示古語願い|
この資料の精度を高めるため、収録内容に関する訂正・追加等の情報をお持ちの場合は、下記までご連絡ください。

正芳8苦厚4{;安全線療主デ調進言震被害訴浮揚"(J1，合'ijjjffIJJ整課

FAJ<:044-520-2193 E-mail: kollio-ichiran@erca.gojp 
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北海道

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

01103 
北華セメント(株)

石綿セメント管 札幌市東区雁来町144 1950-1954 1、2
ム北華セメント工業(資)

(株)エーアンドエーマテリアル
石綿スレート波 札幌市西区琴似四条2-1-1 A琴似

01107 2 札幌工場 板、石綿パイプ、 4条2-595、琴似町594、札幌郡琴似 1939-1996 351 1、2、9 O ム浅野スレート(株)、日本セメント(株)
石綿煙突 町琴似594、琴似514

エーアンドエー
1970-1996 

01107 3 日の出運輸(株)
事業所

石綿スレート 札幌市西区琴似4条2-1-1 (廃止扇 4 
2005) 

01107 4 大洋ブレーキ商工(株)
ブレーキライーン

札幌市西区発寒16条13丁目 4 
グ研磨(加工)

01213 5 苫小牧コンクリート(株) 石綿セメント管 苫小牧市東町1 1950 

01213 6 新日経(株〉 苫小牧工場
珪酸カルシウム 苫小牧市晴海町43-3 1990-1998? O 
板?

01215 7 三菱マテリアル建材(株) 美唄工場
押し出し成形セメ

美唄市東8条北5丁目1-1 1991-2005 4、6 O ント板

01215 8 アキレス(株) 美唄工場
石綿含有断熱材 美唄市東7条北9-2-1 1970-2004 5 O (加工)

01217 9 INAX(株) 野幌工場
事イルパネル下地

江5.llJ市東野幌3-3 1979-1983 O 
材等

01217 10 INAX(株) 江別工場
$<イルパネル下地

江5.llJ市工栄町24-3 1983-2004 O 
材等

01224 11 ダイナックス A大金アールエム(株) 千歳工場
クラッチ板、ブレー

千歳市上長都1053-1 1976-1997 4 
キ板

(株)ノザワ A野津石綿セメント(株)
フフノ事業所、北

石綿スレート、石 富良野市山部町1596-4
01229 12 

北海道事業所
海道工場、ノザ

綿パイプ A空知郡山部町字山部1596の4
1942-初日4 1、2、3、9 O 

ワ石綿鉱山

01229 13 山部石綿(株) 山部鉱山 石綿鉱山 富良野市山部 1949 3 

01231 14 北海道吉野石膏(株) 恵庭工場 石膏積層板 恵庭市黄金町61 1970-1986 6 
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北海道

コード 連番 企業名(ム旧名称) 王 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 石用綿量使本 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

01234 15 旭トステム外装(株) 北広島工場
石綿含有フレキシ

北広島市北の里2-1 1996-2000 O フルボード(加工)

01235 16 恒和化学工業(株) 札幌工場 石綿含有建材 石狩市新港南1-19-43 1967-199# O 

日1423 17 永井工業(株) 札幌工場 住宅用外壁材 空知郡南幌町南15線西22番地 1986-2002 4 

本卜ン/1957年
*製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962‘1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省.石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修ー石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・「右綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)



青森県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品 住所現(ム住所旧住とは所異)な(操る業もの時が住あ所る等)で、 確認操業期間
石綿使

出典 HP 
用量*

02203 東北スレート煙突工業所 石綿セメント管 八戸市糠塚古常泉下15 1950 

02203 2 日東石膏ボード(株) 石膏積層板等 八戸市江陽3-1-134 1977-1985 6 O 

02203 3 新東洋膏板(株) 石膏積層板 八戸市。 1970-1986 6、41

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2∞1年版)
3)厚生労働省'石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会 a 昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
41)青森県アスベスト問題対策本部・青森県アスベスト問題対策アクションプログラム(2005)
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岩手県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典
現住所とは異なるものがある) 用星事 HP 

03209 1 (株)カミヤマム上山商事(株) 小梨工場
パルプセメント板、 一関市ム東磐井郡千厩町小梨字
石綿含有外壁材 中ノ沢、千厩町干厩字町浦75番地

1973-加 02 2、4、5

一 *トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974.、1976、1978、1980、1982、1984、

19旬、 1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2∞1年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省ー大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和田年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会・石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集.建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)



宮城県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

住友大阪セメント(株) 仙台スレートエ
石綿スレト、石

04104 
ム住友セメント(株)、磐城セメント(株) 業所

綿パイプ、石綿煙 仙台市中田町悪土3 1953~1975 140 1、2、9 O 
突

04104 2 日本スレートパイプ(株) 仙台工場 石綿パイプ 仙台市長町広岡東1-1 1950~1959 62 1、2

04206 3 朝日石綿工業(株) 宮城工場
珪藻土製品及び保 白石市不澄ヶ池64

1954~1962 
温材 A苅田郡白石町不澄ヶf也

04211 4 
エヌビヱル(株)

仙台工場
石綿含有防火板、

岩沼市押分字須加原92 1968~初日1 2、4、5、6
A日本防火ライト工業(株) パルプセメント板

今井工業社(株)
|本社工場

石綿パイプ、石綿
04211 5 

ム(株)今井工業所
煙突、コンクリート 栗原郡若柳町字川南上堤6 1960~1962 1、2、9
管

04301 6 宮寺石綿理化工業(株) 円図工場
石綿製品、珪藻土 苅田郡蔵王町円田 A円田村円回御

1954~1956 1、3
及びその製品 j度18、苅田郡内田村永野

04301 7 ソーワ工業(株)
ガスケット，グラン

刈田郡蔵王町宮字坂山67-1 1990~1992 4 
ドパッキン

04505 8 宮城石綿工業所 石綿セメント製品 淳司!郡不動堂村素山70 1950 

*厄万957年
出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、19.52、1954、1956、1960.、1962‘1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省・石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電モ検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005) φ 

7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿{1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
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秋田県

企業名(.6.旧名称〕 工 場 名 製造石綿製品

菱化吉野石膏(株) 秋田工場 石膏積層板 秋田市茨島ト2-10 1970-1986 

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974.、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、19位、 1984、19旬、 1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省ー大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出ヱ場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会ー石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)



山形県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

06202 東北浅野スレート(株) 本社工場 石ルプ綿セスレート、パ 米沢市大字赤崩字山王浦18710番地
1977-2004 1、2、6 O J メント板 2 

産業機械向け
三木パワーコントロール(株)

06202 2 
A三木シンプラ

米沢工場 ブレーキ，クラッチ 米沢市窪田町窪田字下前田2857-81985-1997 4 
~.oc 

06202 3 三木パワーコントロール(株) 米沢工場
産業機械向け 米沢市窪田町窪田字堂の前2736ー

1985-1997 4 
ブレーキ 12 

06202 4 富双合成(株) 米沢工場
石綿含有ピール系

米沢市八幡原2丁目4300-44 1980-1985 O 
床材

06203 5 富樫産業(株) 石綿製品 鶴岡市下川町窪畑1-21 1978 1 

ティーピ一アール(株)
大型トラック周

06203 B 
ム鶴岡ブレーキ(株) |ブグレ、ブーレキーラキイニパンッド

鶴岡市室田1ー11ー16 1975-初日1 4 O 

*トン'/1957年

出奥
1)通商産業大臣官房調査統計部編回全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1'974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)

-7-
ー，・
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福島県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

07201 日東紡(株)ム日東紡績(株) 福島工場 ビニル系床材 福島市郷野目字東1 1961-1968 6 O 

07203 2 東邦興産(株)
コインマス事業 アセチレンボンベ

郡山市横塚3丁目16番8号 1964-1995 4，41 
部 充填材

マルT武田石綿セメント工業所
石綿ムシかまど、 いわき市 A肉郷市御厩町下宿51、

07204 3 ム(株)武田石綿セメント工業所、武田石 1940-1962 1 
綿セメント工場

石綿かまど 石城郡肉郷町大字御厩字下宿52

07204 4 日本製紙(株) 勿来工場 アスベスト紙 いわき市勿来町窪田十条1 1971-1979 O 

中越アドバンス(株)L'I.中越テック(株)、 本社工場
石綿含有スレート

いわき市小名浜島字八ツ替8-3ム 2、4、6、
07204 5 板、パルプセメント 1972-2003 O 

イワキ中越(株) (いわき工場)
板、ケイカル板

八ツ替8-1、小名浜島字土手陰 41 

07204 6 レジナス化成(株) いわき工場 接着剤 いわき市錦町堰下66-1 1994-2003 4 

07204 7 小名浜吉野石膏(株) いわき工場 石膏積層板 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾85-271973-1986 6 

07301 8 曙ブレーキ福島製造(株)
福島製作所

ブレーキライニン 伊達郡桑折町大字成田字新宿10番
1971-20∞ 4，41 O ム曙ブレーキ工業(株) グ 地

07466 9 
曙ブレーキいわき製造(株)

矢吹工場
二輪車・四輪車用

西白河郡矢吹町丸ノ内360 1975-初日2 4，41 
A曙ブレーキ工業(株) ブレーキ

07501 10 (株)日輪 福島工場 石綿糸 石川郡石川町北山関場34 1968-1976 

07522 11 旭トステム外装(株) 玉川工場
石綿含有フレキシ 石川郡玉川村大字河辺字宮ノ前

1990-1993 O 
フルボード(加工) 304-11 

東レ'ACE(株) L'I.(株)テクマート、日本
石綿スレート、石

田村郡小野町大字谷津作字下中沢1
07522 12 福島工場 綿セメント板、一般 1977-1998 1、2、4、41 O 

スレート工業(株)
住宅用外壁材

-1ム中沢68



福島県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム|日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

07547 13 
浪江田本ブレキ(株) VラヰAユイMニ守ン山グ-'・クlノラーッ干 双葉郡浪江町大字藤橋宇亀下100
ム日本ブレーキ(株)

1996-1999 4， 41 O 

07547 14 浪江日立化成工業(株) 本社工場
形石綿材含有樹脂成

料(モールドコ双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原

ンミテ一事ーi-'-1161 
1977-1993 4，41 O 

キトン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社.セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、19旬、 1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会・昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修.石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
41)福島県生活環境部水・大気環境課大気環境グループ:アスベスト飛散防止に係る対応状況について(平成18年3月23日)(2006) 

-9ー
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茨城県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.L'>.旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

08202 日東絶縁(株) 茨城工場 石綿製品 目立市桜川町4-7-12 1970 

08202 2 (株)東洋ブレーキ商会 桜川工場 ドラムブレーキ 目立市桜川町4-3ー10 1981-初日1 4 

08202 3 日立化成工業(株)
山崎事業所(桜 ブレーキライーン 目立市鮎川町3-3-1 1965-2001 4、5 O )11) グ

08202 4 日立化成工業(株) 山崎事業所
石綿含有樹脂、絶

目立市東町4-13-1 1962-1986 O 
縁クロス等

08202 5 
目立化成工材(株).L'>.目立化成モール 石綿含有自動車

目立市滑川本町5-12-15 1965-加∞ O ド(株) 用成型品

08202 6 (有)井ゲヲ 自動車クラッチ板 目立市河原子町4-11-11 1973-1998 4 

08202 7 興事日工業(株) 自動車クラッチ板 目立市河原子町4-11-24 1982-1991 4 

08202 8 (有)河村製作所
自動車用モ-?zー

日'立市大みか町2-2ー12 1970-1992 4 
部品

08203 ，9 ロンシール工業(株) 土浦工場
石綿含有壁紙

土浦市東中貫町5-3 1973-1987 O (加工)

08204 10 冨士ブレーキ工業 茨城工場
ブレーキフイニン

古河市ム三和町東山田2370? 1974-2003 4 O 
グ、ブレーキパッド

08204 11 
アイカ工業(株)ム日本色材工業(株)、 茨城工場ム旧

石綿含有接着剤 古河市ム猿島郡三和町大和田17781985-却 06 4 O 
大日本色材工業(株) 三和工場

08204 12 セメダイン(株) 茨城工場 石綿含有接着剤
古河市下大野2184

1962-1998 4 O A総和町下大野向山2184

大波板、フレキシ

08205 13 (株)エーアンドエーマテリアル
石岡工場

ブルボーにセメン
石岡市大字柏原6-1 1975-2002 1、2、3、4‘ O 

ムアスク、朝日石綿工業(株) トケイ酸カルシウ 7 
ム板

08205 14 昭和電工建材(株) 石岡工場
石綿セメント板、外

石岡市大字柏原6-2 1978-釦 05 1、4 O 
装材



茨城県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、 確認操業期間

石綿使
出奥 HP 

現住所とは異なるものがある) 用量*

08207 15 (株)テクマート 茨城工場 石綿スレート 結城市大字上山川字才光寺 1993 2 

08207 16 羽田コンクリート興業(株) 石綿高圧管 結城市結城四ツ京11527 1980 

08208 17 谷藤工業(株)
集合住宅用廊下・

龍ヶ崎市板橋523-2 1979-初日5 4 
外階段用敷板

ニチアス(株)
ボード、不燃建材、

下妻市五箇22ト55
08210 18 

A白本アスベスト(株)
結城工場 ケイ酸カルシウム

ム結城郡千代川村五箇須賀221-55
1974-1992 1、4 O 

板

08214 19 (有)寺山工業所 高萩工場 ブレーキ 高萩市上手綱1113-94 1976-1993 4 

08216 20 大和石綿工業所 ブレーキライニン 笠間市ム西茨城郡笠間町1885、
1952 

グ 笠間町大字笠間1885

合カラ(株)
ブレーキライ二ン

笠間市笠間1736
1、3、4、08216 21 ム宝石綿ゴム工業(株)、宝石綿工業 笠間工場 A西茨城郡笠間町笠間1885、笠間 1950-1996 

(株)
グ、石綿耐熱製品

1741、御旗前1741
11 

08220 22 INAX(株) 筑波工場
事イルパネル下地

つくば市上大鳥1547 O 
材等今

1973-2∞4 

08221 23 目立化成工材(株) 勝目工場
石綿含有自動車 ひたちなか市大字足崎字西原1380-

1995-2∞o O 
用成型品 1 

08221 24 
(株)日立製作所オートモティブシステ 、自動車用モ一書ー

ひたちなか市高場2520 1973-1994 4 
ムグループ 部品

08225 25 (株)エーアンドエーマテリアル 水戸工場 外装材、建設材料 常陸大宮市工業団地641 1992-2005 4 

(株)エーアンドエー茨城
大筑西字市内肉淀263-1t;.真壁郡明野町08227 26 ム(株)エーアンドエーマテリアル、浅野 茨城工場 石綿スレート 1975-2004 1、2、3、4 O 

スレート(株) 淀字塔ノ内263-1

08227 27 三菱マテリアル建材(株) 明野工場
押し出し形成セメ

筑西市鍋山738 1989-2005 4 O 
ント板

1
 

1
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茨城県

コード 連番 企業名(d.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 現住所とは異なるものがある) 用量権

08227 28 
ハウステツク(株)ム目立ハウステック、

結城工場
石綿含有接着剤、

筑西市下江連1250 1970-1988 O ハウス子ックサービス(株) プレハブ住宅等

石綿含有樹脂成
形材料、化粧板、

08227 29 日立化成工業(株) 下館事業所 絶縁板、フヱノール 筑西市小川15∞ 1963-2001 4 O 
樹脂製品(プレー
力等)

08227 30 日立化成工業(株) 五所宮事業所
右綿含有樹脂成

筑西市五所宮1150 1985-1992 O 形品

08228 31 (有)田端石綿工業所 再生石綿 坂東市 A猿島郡猿島町逆井3497 1969 3、11

08228 32 (株)三方商工 猿島工場
石綿含有岩綿製

坂東市ム猿島郡猿島町逆井3497-61977-2004 1、4
晶、外壁建材

08229 33 恒和化学工業(株) 浮島工場 石綿含有建材 稲敷市浮島5064 1967-1994キ O 

08229 34 大和スレート(株) 関東工場 瓦 稲敷市下太田4611-6 1994-初日4 6 

08230 35 
つくばトステムセフ(株)ム東洋エクステ 石綿含有外装材、 かすみがうら市ム新治郡千代田町

1984-1999 1、4 O リア工業(株)、東洋セレックス(株) 石綿セメント板 大字上稲吉1830-1

08230 36 日東工業(株) 土浦工場 かすみがうら市 A新治郡霞ヶ浦町 1983 

08231 37 三菱マテリアル建材(株)
明野工場マカベ 押出成形セメント

桜川市ム真壁町東矢貝916 1996-2005 4 作業所 板

クボ$1松下電工外装(株)
鹿島工場(神前

外壁材、石綿パイ 神栖市砂山5-2
1、Z、3、408232 38 

ム(株)クボ吾、久保田鉄工(株)
工場鹿島分エ

プ、石綿セメント板 ム鹿島郡波先町砂山5-2
1980-1992 O 

場)

08232 39 旭トステム外装(株)ム旭硝子(株) 鹿島工場 石綿含有外装材 神栖市ム鹿島郡神栖町東和田25 1986-1998 4 O 

08233 40 (株)森川電機製作所 石綿製品、石綿ラ
行方市ム行方郡麻生町麻生1162 1965-1974 1、11

ンパン



茨城県

工 場 名 製造石綿製品

1982-初日5

企業名(ム18名称)

ジョイントシート |東茨城郡城里町那珂西2270ー1

*トン11957年
*製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980‘1982、1984、

1988、1992年版)日干Jj工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954，、 1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省.大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務諦査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年脹)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)茨城工場名鑑、茨城県工場名簿、茨城県工場名鑑(1954、1966、1971年版)

。。ー
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栃木県

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工 場 名 製造石綿製品 住所現(ム住旧住所) (操業時住所等で、 確認操業期間
石綿使

出典 HP 
所とは異なるものがある) 用量*

09201 1 石川ガスケット(株) 宇都宮工場 ガスケット 宇都宮市新里町東坂本1547-1 1974-2004 4 O 

09201 2 (株)目立ハウステック 宇都宮工場
キッチンの部品の

宇都宮市平出工業団地40-8 1976---1996 O 
一部

クボ~松下電工外装(株)
屋根材、石綿セメ09202 3 ム松下外装建材(株)、足利松下電工 足利工場 足利市羽刈町781-1 1972-2003 1、4、6 O 

(株)
ント化粧板

09202 4 アキレス(株) 足利第一工場
石綿含有ビール床

足利市福富町1570 1976-1986 5 O 
材

ASブレーキシステムズ(株)ム住友電
摩擦材(ブレーキ09205 5 エブレーキシステムズ(株)、住友電気 関東製作所 鹿沼市さつき町会3 1967-20∞ 4、5、41 O 

工業(株)
パッド)

09205 6 大和木材工業(株) 難燃性外壁材 鹿沼市茂呂2628 2002-2004 4，41 

旭トステム外装(株) 小山工場
石綿含有フレキシ

小山市出井1201-509208 7 
ブルボード(加工)

1988-2000 O 

09209 8 クボ音松下電工外装(株)
真岡工場

石綿含有建材
真岡市松山町23 1978-1987 6 O ム松下電工(株) (加工)

09211 9 日本石綿工業(株) 矢板工場 石綿スレート 矢板市ム塩谷郡矢板町矢板750 1950 

09214 10 前回製管(株) 栃木工場 石綿スレート 塩谷郡氏家町馬場126 1968 9 

09216 11 コニシ(株) 栃木工場 石綿含有接着剤
下野市 A下都賀郡国分寺町柴262-

1986-2001 41 O 6 

09384 12 富士興行(株)興業? 栃木工場
配管シール(パッ

塩谷郡塩谷町船生7657-1 初日2-初日5 4，41 
キン材)

* ~;，/而亙7年



栃木県

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954‘1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974‘1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぽ〈露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会・石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(19.85年版)
11 )栃木県工場名鑑(1961)、工場名簿(1965)
41)栃木県環境森林郁環境保全課大気環境担当:石綿(アスベスト)に関するQ&A

Fhυ 
ー
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群馬県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

昭和鉱石綿(株)
岩綿、岩綿製品←

高崎市江木町299
10202 

A昭和磁石綿(株)
高崎工場 S29.S31石綿←

ム東町128
1956-1966 1、3、21

S25.27 

石綿保温材、石綿
10202 2 (株)コーメンム朝日鉱綿(株) 高崎工場 保過機、岩綿織 高崎市東町128 1971-1987 1、3、6

維、接着剤

10202 3 石田工業(株) 下和田工場 石綿スレート 高崎市下和田町428 1956 

10202 4 関東ロックウール(株) 石綿、石綿板 高崎市高関428 1966-1968 1、21

10203 5 小倉クラッチ(株) 本社第1工場
産業機械用摩擦

桐生市相生町2-678 1967-2005 4 
材

10203 6 小倉クラッチ(株) 第2工場
産業機械用摩擦

桐生市相生町2-417 1969-2005 4 
材

10203 7 小倉クラッチ(株) 第3工場
産業機械用摩擦

桐生市相生町2-403 1970-2005 4 
材

自動車・一輪車ス
10203 8 (株)ミツバ 新里工場 5-5モ-5用整 桐生市新里町野598 1979-2∞5 4 

流子材

10204 9 倉敷紡績(株) 群馬工場
石綿含有セフミック 伊勢崎市ム佐波郡境町大字東新井

1989-2∞2 4 
建材 1048一1

石綿含有自動車10205 10 津藤電機(株) 新田工場
用ス事-5整流子

太田市新田早川町3 1979-1998 4 O 

自動車・一輪車ス
10206 11 (株)ミツバ 利根工場 5-5モ-5用整 沼田市白沢町尾合300 1971-2∞5 4 

流子材

10207 12 曙ブレーキ工業(株) 館林製作所 摩擦材 館林市大島町字東部工業団地6012 1997-2003 4 O 



群馬県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

10207 13 誠享紡績(株) 館林工場 石綿糸 館林市大字成島16 1966 21 

10208 14 関東アセチレン工業(株)
アセチレンボンベ

渋川市中村1110 1974-初06 4 
用充填材

10210 15 (株)ミツバム自動車電機工業(株) 富岡工場
各種自動車モ-51

富岡市富岡1259 1970-1992 4 
整流子材

10428 16 (株)オリエント 高山事業部 石綿スレート板 吾妻郡高山村大字中山6408 1982-却 05 4 

10449 17 協立高圧石綿工業(株) 高圧石綿瓦
水上町

1954 
ム事l狼郡吉馬牧村後閑1515

".1 

10464 18 宝産業(株) 石綿スレート 佐波郡玉村町大字樋超101 1966 21 

石綿製品(加工)、
10521 19 末広工業(合)ム(資)末広搾油所 自動車用ゴレーキ 邑楽郡板倉町大字板倉1666 1961-初日2 1、4

材

ブレーキライーン

10522 20 
原口石綿工業(株) 群馬工場 グライ、石ニごン綿グブレーキ 邑楽郡明和村単谷282

1954-1970 1、21ム原口工業(株) (JII俣工場) 、石綿 ム邑楽郡梅島村中谷282
耐熱製品

10523 21 横浜スレート工業(株) 群馬工場
波形石綿スレ

邑楽郡千代田町大字下中森320 1965-初日5
1、2、4、

ト、石綿煙突 6、21

10523 22 新生熱研工業(株) 石綿材料再製品 邑楽郡千代田町上中森926 1960-20∞ 1、4

10524 23 榎本工業(株) 石綿製品 邑楽郡大泉町大字下小泉2132 1966 21 

10525 24 日清紡績(株) 館林エ場 摩擦材 邑楽郡邑楽町赤堀1503 1981-2001 4 O 

* ~:"/1957年

ηt -
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群馬県

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968.1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社・セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、197目、 197.2、 1974、1976、1978、1980、1982、1984、19旬、 1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省.石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省:太気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場，事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会.昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 白本石綿製品工業会・石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)遥商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)還商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究j報告書(1985年版)
21)群馬県商工要覧、群馬県商工名鑑(1958、1961、1968年度版)



埼玉県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所l-C操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

信越ポリマー(株) 東京工場
ビニール石綿告イ

さいたま市北区吉野町1-406-1 O 11102 1 
Jv 

1961-1986 5 

11104 2 (有)大東ガスケット製作所 ガスケット さいたま市見沼区染谷1253 1989-1999 4、41

右綿高圧管、右綿 さいたま市中央区上落合'5-5-749
1、2、3、

11105 3 日本工事ニットパイプ(株) 太宮工場 コンクリート製品、 ム与野市上落合5-749、北足立郡奥 1933-1982 
石綿セメント管 野町上落合5-749、上落合726

9、11

石綿高圧管、再生
さいたま市ム与野市上落合3-662、

1962-1964・ 1、2、3、
11105 4 (株)与野工業所

石綿、石綿加工
与野市大宮上落合662、落合字後原

1981-1982 11 
L 662 

11105 5 富士スレート(株) 石綿スレート
さいたま市ム北足立郡奥野町上落 1952 11 
合5-425

11106 6 コニシ(株) 浦和工場 石綿含有接着剤 さいたま市桜区西堀5-3-35 1967-1986 41 O 

11106 7 富士ブレーキ工業(株) 浦和工場
ブレ キパッド・ブ さいたま市桜区田島8-19-1A浦和

1964-1999 4、5、41 O 
レーキラィーンゲ 市大字国島沼1949

11106 8 日本へルメチックス(株) l 耐熱用シール材 さいたま市桜区栄和1-91 1975-2003 41 

11109 9 日本鉱綿工業(株) ゴム加工石綿布 さいたま市 A浦和市原山新田271 1955-1956 1、11

シパーッキルン材グ、石綿 さいたま市緑区原山2-28ー18 1、4、6、
11109 10 日本リークレス工業(株) 浦和工場 、石綿

ム浦和市原山新田271
1955-1998 

11、12
製品

11109 11 日本クラッチ(株)
クラッチフェーシン

さいたま市緑E草原山4-2-3 1960-1997 4、41
グ

11110 12 曙ブレーキ工業(株) 岩槻製造所 ブグレーキライニン さいたま市岩槻区鹿室1190 1962-2∞3 4 O 

11201 13 国光石綿工業所 宥綿基礎製品 川越市岸田町59 1952 

石綿ヲレ:，.-::-:-キライ
川越大市仙富士見町5-611201 14 国光石綿工業(株) 川越工場 ニンロ悶グ、石綿耐熱 1954-1976 1、11

:製
A 波1680

11201 15 川越ライニング製作所
;石綿ブレーキライ

川超市西小仙波町427 1955-1956 1、11
ニング

19 
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埼玉県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

11201 16 東京化学工業(株) 石綿セメント製品 川越市南台1-6-5 1988-1989 1、11

11201 17 昭立プラスチック工業(株) 耐熱性石綿製品 川越市福田160-1 1970-1989 3 

11201 18 (株)ソーシン 川越工場
自動車ブレーキ部

川越市大字今福田口 1968-2000 4、41
品

石綿スレート、石

11202 19 関東浅野パイプ(株) 綿円筒パ、イ石プ綿、耐セ火メ 熊谷市佐谷田2418 1960-2004 
1、2、4、

O ント、 9、11
ニ層管

11202 20 浅野防火建材(株)
波形石綿スレー

熊谷市佐谷田25∞ 1969-1994 
1、2、3、

O 卜、石綿セメント板 4、11

11202 21 井桁スレート(株) 石綿スレート 熊谷市見晴町300 1962-1964 1、9

11203 22 アポロン企業 福祉事業所
石綿ブレーキライ

川口市江戸袋町1497 1980-1982 1、11
ニング

11203 23 日本理化(株)ム日本石綿理化(株) 川口工場
自動車制振材の

川口市東領家5-7-19 1962-1980 41 
一部

11203 24 京セラケミカルム東芝ケミカル(株) 川口工場
ブレーカーの絶縁 JII口市領家5-14-25 1955-1992 4、41
材

11203 25 ノガワケミカル(株) 川口工場 石綿含有接着剤 川口市柳崎1-26-27 1975-1994 41 

11203 26 昭光通商(株)ム光工業(株)
アセチレンガスボ

川口市朝日4-21-33 1959-1965 41 
ンベ用充填材

石綿パイプ(セメン 1、2、9、
11207 27 太平洋セメント(株).6.秩父セメント(株)第一工場 ト)、石綿スレート、 秩父市大宮794-6 1936-1980 

石綿高圧管
11 

秩父工場(第二
石綿セメント管、石

秩父市大字大野原1800ム上影森 2、6、3、
11207 28 太平洋セメント(株).6.秩父セメント(株)

工場)
綿スレート、石綿

607 
1936-1979 36 

11 
高圧管

11207 29 (株)ウツディ小池 A東日本建材(株)
スレート建材(加

秩父市下影森158 1988-1993 4、41
工)、木毛板

11207 30 (有)阿保コンクリート工業 石綿セメント製品 秩父市寺尾1390 1989 11 



埼玉県

コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

11207 31 喜多国増田商庖 建材部
スレ ト材のパネ

秩父市中宮地町4940-1 1969-1998 4、41
ル製造(加工)

11210 32 埼玉ゴム工業(株)
自動車部品(遮音

加須市愛宕2-5-24 1974-1999 4、41
材他)

11211 33 (株)イイズカ・空イルメント 石綿含有接着剤 本庄市児玉町河内543-1 1993-2007 O 

11211 34 阪東工業(株) 石綿 本庄市台町2950 1958 11 

11212 35 (有)三和磁業所 石綿製品 東松山市松山5351 1963 11 

11214 36 日新工業(株) 埼玉工場
建材用石綿含有

春日部市南栄町16-1 1977-1989 41 
接着剤

11214 37 (株)平山製作所 滅菌器、乾燥機 春日部市豊野町2-6-5 不明-1982 41 

11215 38 ダイニック(株).6.日本クロス工業(株) 東京工場
石綿含有不燃壁

狭山市上奥富1140 1970-1980 O 
紙

11216 39 曙産業(株) 埼玉製造所 石綿耐熱製品 羽生市ム北埼玉郡羽生2727 1952-1954 1 

11216 40 曙ブレーキ工業(株)ム稽産業(株) 埼玉製造所 ニ石ン綿グブレーキフイ 羽生市大字羽生2727 1962-1967 1、9、11

11216 41 曙ブレーキ工業(株)
羽生製作所(埼

摩ライ擦ニ材ン(グブ等レー)キ 羽生市東5-4-71 1939-20∞ 3、4、11 O 
玉製造所)

11216 42 森田鉄工所 石レー綿キ製ラ品イ、石綿ブ
羽生市東町1-4-38 1963-1970 1、11

ニング ム羽生3056、羽生2892

11216 43 クロス工業(株) '石綿織布、石綿紐 羽ム生市南2-13-8
北袋220、北袋200

1978-1988 1、3、11

，材石ル綿壁、石含紙綿、有含ビ有ニビルニ床11218 44 
ダイニック(株)

埼玉工場 深谷市内ケ島500 1970-1980 O 
ム日本クロス工業(株)

11218 45 深谷鏑機(株)
石綿スレート板(加

深谷市幡羅町1-8-7 1986-1990 4、41
エ)

11218 46 (株)ノザワ 技術研究所 石綿検査及び研究
深谷市大字折の口御陵威ケ原1851ー

1990-2007 41 
4 

21 
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埼玉県

住所(ム旧住所) (操業時住所等で、 石綿使
コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品 確認操業期間 出典 HP 

現住所とは異なるものがある) 用量*

11219 47 日本信号(株) 上尾工場一
鉄道車両用フレー

上尾市平塚字大砂2113 1974-20∞ 41 
キシュー

11219 48 (株)阿保パッキング製作所 上尾工場
自動車エンジンガ

上尾市小敷谷1020 1972-2004 41 
スケット

11221 49 ソマール(株) 草加事業所
右綿含有絶縁用

草加市稲荷5-19-1 1973-2004 41 
樹脂

産業用機械ブレー
11222 50 中央ブレーキ製作所 キライニング(右 越谷市相模町5-249-2 1963-1997 11、41

綿)

11222 51 (株)日米パッキン 蒲生工場 石綿製品 越谷市大間野町1-20 1989 11 

11222 52 
ロンシル工業(株)

蒲生工場
石綿含有塩ビ事イ

越谷市蒲生寿町2-27 1962-1972 O .6.)11ロゴム工業(株) )(， 

11223 53 
住友大阪セメント(株)ムスミセスレート

蕨スレート工場 石綿スレート 蕨市中央1-17-28 1971-1983 1、2、3 O 建材側、住友セメント(株)

11223 54 東亜アスベスト工業(株) 石綿製品 蕨市 A北足立郡蕨町 1948 11 

11223 55 
オリベスト

石綿紙 蕨市塚越5-6-32 1982 5 
ムオリエンヲルアスベスト(株)

11224 56 大成パッキング工業 戸田工場
石綿モールド、石 戸田市川岸2-1-2 ム下戸田3078、

1962-1970 1、11
綿製品 北足立郡戸田町大字下川岸3078

11226 57 鳩ヶ谷紡毛(株) 石綿糸、アスベスト 鳩ヶ谷市星959ム北足立郡鳩ヶ谷 1963-
， 11、11、21

事正 町里959 1964、1969

11227 58 三山石綿工業所 再生石綿 朝霊市ム北足立郡朝霞町膝折13101963 11 

11232 59 旭硝子ポリウレ告ン建材(株) 久喜工場 建塗料築用、床石材綿含有 久喜市河原井町23 1976-2000 3‘41 O 

11234 60 吉野石膏(株) 草加工場 石膏積層板 八潮市大字西袋字川西98-1 1971-1986 6、41 O 

11237 61 富双合成(株) 三郷工場
石綿含有ビール床

三郷市彦川戸2-81 1972-1985 O 材



埼玉県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

自転車・バイク用
11237 62 東和アスベスト(株) ブレーキライニン 三郷市高洲1-157 1955-1990 41 

グ

11237 63 目黒製作所 アスベスト切断 三郷市長沼252 1979 

11241 64 
(株)ノザワ

東京工場
石綿スレート板、 l鶴R島9ケ町1島、鶴市ヶ卜島制村大限字1-下1新A田人字間羽醐折ケ 1962-1990 

1、2、4、
ム野j畢石綿セメント(株) 石綿セメント板 9、11

鶴ヶ島工場(埼玉
石綿含有スレート

鶴ヶ島市下新田羽折576ム入間郡
11241 65 共和物産(株)

エ場)
材ののパネル製造

鶴ヶ島
1964-1992 1、4、41

(加工)

11241 66 野原産業(株) 埼玉工場 石綿製品 入間郡鶴ヶ島下新回574 1974 

田島ルーフィング(株)
埼宝工場

ビーール石綿ヲイ11241 67 
ム因島応用化工(株) Jレ

鶴ケ島市大字藤金字宮裏793-1 1980-1990 5、41 O 

11241 68 (株)空ジマ 埼玉工場
建材用石綿含有

鶴ケ島市脚折1438 1965-1985 5、41 O 
接着剤

11243 69 明興産業(株) 石綿 北葛飾郡吉川町会野谷37 1970-1972 1、11

11245 70 内外テクノス(株)ム内外木材工業(株) 工場(東京支庖) 珪(加酸工カ)ルシウム板 ふじみ野市亀久保1150 不明-1992 41 

11245 71 (有)フジ装工ム(有)蕨沢工芸社 珪酸方ルシウム板
ふじみ野市亀久保1150 不明-1992 41 

(加工)

11342 72 (株)エーアンドエーマテリアル
さいたま工場 吹付石綿 比企郡嵐山町大蔵388 1968-1979 O 

A朝日石綿

11342 73 太陽インキ製造(株) 嵐山事業所 石綿含有塗料 比企郡嵐山町大蔵388 1982-1999 41 

11342 74 (有)小林産業 石綿製品 比企郡嵐山町鎌形1715 1983-1986 1、11

11342 75 国光石綿工業(株) 嵐山工場
ブレ一事ライニン

比企郡嵐山防武蔵台3-22-10 1976-1980 41 
グ

11342 76 (有)嵐山パッケージ 石綿、セメジト、塩
比企郡嵐山町鎌形993 1984 

ピのニ層管継手

-23 
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埼玉県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

11343 77 武州工業 石綿板、石綿製品 比企郡小川町大字下里957 1960-1963 1、11

11343 78 
セキネシール工業(株).6.セキネシー 下里工場(小川

石綿製品、塗工紙 比企郡小川町下里1503 1980-1989 11 
Jレ(株)、(株)関根オイルシート製作所 工場)

11343 79 セキネシール工業(株) 山崎ヱ場 シール材 比企郡小川町腰越876 1971-2005 1、4、6

11343 80 東洋減紙(株) 大河工場 ろ過材 比企郡小川町腰越981 不明-1990 41 

11343 81 ニ友ゴレーキ(株) 石綿ブレーキライ
比企郡小川町青山380-1 1970-1989 1、11

ム三友石綿化工(有) ニング

11343 82 岩田石粉工業(株) 石綿粉 比企郡小川町大塚1138 1952-1960 1、11

11343 83 伊藤~)レクム工場 石綿粉 比企郡小川町大塚 1948 11 

11346 86 埼玉パイプ工業同 石綿高庄管 比企郡川島町大字下八林355 1985 2 

11347 84 (株)ノザワム野j畢石綿セメント(株) 埼玉工場
押し出し形成セメ

比企郡吉見町大字長谷1947 1990-2∞4 4 
ント板

石綿円筒、石綿ス

11349 85 トーアトミジ(株)ム東亜石綿工業(株) 埼玉工場
レート、トミジパイ

比企郡玉川村玉JlI884 1970-1986 1、11
ブ、石綿塩ピニ層
管

11362 87 小杉~ルク商会 金崎工場 石綿粉
秩父郡皆野町

1948 11 
ム秩父郡美野町金崎

11362 88 山勝商会 石綿粉 秩ム秩父郡父皆郡野町
美野町皆野

1948 11 

11362 89 関東粉化工業(有) 蛇紋岩粉体 秩父郡皆野町大字皆野3053-3 1989-2004 41 

11385 90 坂東工業(株) 石綿 児玉郡上里町七本木2562 1963 11 

11424 91 三洋工業(株) 埼玉工場
建築用石綿含有

北埼玉郡北河辺町麦倉382 1971-1997 41 
防水剤



埼玉県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

11462 92 日本工事ニットパイプ(株) 鷺宮工場
石綿セメント管、石 北葛飾郡鷲宮町桜田2-38-4

1982-1985 2、3、11
綿高圧管 ム桜田2-1052

11462 93 (株)与野工業所 石綿高圧管 北葛飾郡鷲宮町桜因子1052 1983-1984 2 

*トン/1957手

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956、1960、1962、1964.、1966、1968、1970、1972、1974.、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社.セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、19.68、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省・石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省.アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大E官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(196.3年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)埼玉県工場名鑑(1952、1957、1965、1968、1972、1977、1982、1985、1988、1991年版)、埼玉工場便覧(1948)
12)浦和市工場名鑑(1962、1967年版)
21)鳩ヶ谷市商工名鑑(1972)
41)埼玉県環境部青空再生課石綿関連製品取扱事業所に対する調査結果(平成19年2月20日現在)

25ー
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千葉県

コード 連番 企業名(.6.18名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

ニ菱マテリアル建材(株)
千葉第一工場 石綿スレート、摩

千葉市花見川区幕張町5-417-6 1、2‘3、
12102 A三菱セメント建材(株)、三菱セメント

(千葉工場) 擦材
ム幕張5-417-6、幕張町5-417、幕張 1961 ~1992 4、9、21、 O 

石綿工業(株)、三好石綿工業(株) 町4-24-44、 23 

石綿含有ロック

12103 2 日東紡(株)ム日東紡績側 干葉工場
ウール化粧板、石

千葉市稲毛区六方町210 1968~1987 6 O 綿含有ピニル系床
材

12203 3 藤原繊維(株) 行徳工場 黄銅線入り石綿糸 市川市相之J111316 1960~1966 1 

12203 4 香川産業(株) 今井工場 石綿糸 E布 市川市南行徳相ノ川1361 1962~1968 9 

12203 5 村樫建材興業(株) 石綿スレート 市川市真間町会772 1958 11、22

12204 6 鴨川化エ(株) 船橋工場 石綿製品 船橋市宮本町1-2033 1950 1 

12204 7 新日i経(株) 船橋製造所 珪酸カルシウム板 船橋市習志野4で12-2 1990~1998? O 

12204 8 
日本ペイント防食コーティングス(株)

船橋工場 石綿含有塗料 船橋市西浦3-7-1 1967~1990 4、41
A三井金属塗料化学(株)

12207 9 
目立粉末冶金(株)

松戸事業所 トルクリミッ告ー 松戸市稔台5-2-1 1990~1999 O ム日立化成工業(株)

12208 10 村樫スレート工業(株) 野田工場
石綿スレート、石

野田市七光台161 1968~2005 1、2、3、4
綿セメント板

12208 11 東洋化成(株) 石綿塗装板 野田市中里3086 1988 

12208 12 旭トステム外装(株)
トステム技術開 薬業建材研究開

野田市中里30∞ 1987~20∞ O 
発セン宇一 発

12208 13 
目立化成ポリマー(株).6.目立化成工

野田工場 石綿含有接着剤 野田市中里200 1967~1998 O 
業(株)

12210 14 房総ファイン(株) 接着剤 茂原市東郷19∞番地 1984~2004 4 

12210 15 三井化学(株) 茂原セン空ー 接着剤 茂原市東郷1900番地 2004 4 



千葉県

住所(ム旧住所) (操業時住所等で、 石綿使
コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品

現住所とは異なるものがある)
確認操業期間

用量ホ 出典

(株)千葉アスベスト工業 石綿セメント製品 旭市川口3439-3 1978-1980 12215 16 

12216 17 日加アスベスト(株)
ゴムパッキング

習志野市谷津1-14 1981 24 (加工)

12217 18 (株)チパプライ 柏工場
壁用建材ボド(加

柏市根戸411 1973-1992 4、41
エ)

12219 19 平田パッキン工業(株) 千葉工場 パッキン 市原市千種海岸18-1 2000-2006 4 

12219 20 飯田パッキン工業(株) 千葉工場 ガスケット 市原市畑木137-4 1968-2005 3、4、6

12219 21 豊ガスケット(株) 千葉工場 ガスケット 市原市青柳2-9-1 ム白金町2-12 1968-初日6 4、B、41

12219 22 (株)ケイアス 本社工場 パッキン 市原市玉井金杉4-32 1988-1998 4、41

12220 23 大倉パッキング工業(株) 石綿子ープ、パッ
流山市駒木台主76 1964-1978 1 

キング

12221 24 
東海カーボン(株).6.';:;:菱マテリアル建

八千代工場
ブレーキライニン

八干代市吉橋1095-6 1971-2003 4、41 O 材(株) グ

12224 25 ニッポンブレーキシュー(株) ブレーキライニン
鎌ヶ谷市初富928 1964-2000 4、41

グ(鉄枠に接着)

12227 26 金子商庖 ブレーキフイニン
浦安市猫実2T巨2番2号 1974-初日2 4 

グ

12229 27 吉野石膏(株) 千葉第一工場 石綿含有石膏板 袖Fr浦市北袖19 1971-1986 6 O 

12237 28 日本ブレーキ工業(株) 千葉事業所
ブレーキライーン

山武郡成東町白幡2081 1965-2003 4、6 O 
グ

石綿含有外装材
山武市ム山武郡成東町白幡201512237 29 トステム成東(株).6.トステムセラ(株) 成東工場 ダ(窯)業サイディン 1987-初日O 4、6、41 O 

12238 30 
イスミ部品工業(株)

夷隅工場 石綿製品
いすみ市 A夷隅郡東潟町国府台 1970、

1、4、3
ムク白書工業(株) 650 1984-1995 

12238 31 日本合成加工(株) 千葉工場 電気系統部品 いすみ市弥正1077ム夷隅町 1958-2∞1 4、41

q
t
 

n
L
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干葉県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP I 
現住所とは巽なるものがある) 用量事

12403 32 昭永ケミカル(株)s昭永化学工業(株) 千葉工場 接着剤 山武郡九イ7九里町藤下773-1 1982-2001 4、41

石綿ブレーキフイ
12443 33 ク白書工業(株) 御宿工場 ニング、石綿セメン 実限郡御宿町六軒町矢ノ根27 1976-1980 1、3

卜製品

12443 34 (株)ニットー クラッチ摩擦版 夷隅郡御宿町六軒町27番地 1987-初日5 4 

*トン'/1957年
*製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編'全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、.1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、198口、1982、1984、19旬、 1993、1997、初日1年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)

4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出ヱ場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業開建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究I報告書(1985年版)
11)千葉県工場名鑑(1958)
21)千葉県商工名鑑(1964)
22) 市川市商工名鑑(1958)
23) 会員名簿(千葉商工会議所)(1972) 
24) 習志野市商工名鑑(1982)
41)千葉県健康福祉部健康増進課・環境生活部大気保全課石綿(アスベスト)について Q&AVer.3 (平成18年6月1日更新)



東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

千代田区神田須田町1-3
13101 1 よ木パッキング製作所 石綿パッキング

ム神田須回町1-34
1950-1952 1、7

13101 2 三東興業(株) 石綿製品 千代田区丸の内仲14-6 1950 

13102 3 常盤工品(株) 石綿金綿入ヤーン 中央区銀座7-3 1954 

13102 4 三共石綿(株) ゴム加工石綿 中央区日本橋浜町H 1957 11 

ジョイントシ ト加
13102 5 (株)村松 ヱ

中央区 1960-初日5 6 

13104 自 (株)東栄パッキン製作所 石綿製品 新宿区北新宿3-10-4 1978-1982 

石綿ジョイントシー
13107 7 (株)東豊パッキング製作所 ト、石綿板、パッキ 墨田区太平町2-13 1957-1962 1、11

ング

アスベストリボン、
石綿芯、混合石

13107 8 新生熱研工業(株)
綿、石綿及び保温

墨田区大平町4-4(太平7) 1956-1964 1、11
材、石綿繊維加
工、石綿材料再製
品

13107 9 東京右綿工業(株)
ブレーキライニン

墨田区墨田町1-1278 1952-1954 
グ

13107 10 秋山ガスケット
石綿コルク、オイ

墨田区向島3-24 1962 
ルシート

13107 11 (株)三山石綿工業所 石綿 墨田区寺島町6-177 1960 21 

13108 12 アサノパイプ工業(株)
石綿パイプ、石綿 江東区深川清澄町1-8

1954 1、2
コンクリート製品 ム深川清澄町18

(株)エーアンドエーマテリアル
石綿製品、石綿ス

江東区森下3-13-10
13108 13 東京工場 レート、石綿セメン 1914-1977 2，343 

1、2、3、
O 

ム浅野スレート(株)
ト板

A深川高橋町3-6 9、11、17

13108 14 日東紡(株)ム日東紡績(株) 東京工場
吹付けロックウー

江東区東雲2-3 1960-1968 6 O 
ル、ピニル系床材

29 
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東京都

コード 連番 企業名(ム18名称) 工 場 名 製造石綿製品、
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

13108 15 手科パッキング製造所 パッキング 江東区深川森下町ト11 1959 
、

7 

宮寺石綿理化学工業(株)
ゴム加工石綿、石

品川区南品川町4-9-18
13109 16 品川工場 綿パッキング、石 1950-1974 1、11、16

ム宮寺石綿理化工業(株)
綿絶縁製品

ム南品川町4-498

13109 17 大塚パッキング(株)
自動車ガスケット

品川区南品川ト20 1960 11 
パッキング

13109 18 ミノル製作所 石綿(絶縁物)
品川区西大井ム品川区大井伊藤

1957 11 
5821 

13109 19 三善アスベスト(株)
絶縁石綿セメント 品川区西大井 A品川区大井伊藤

1959 7 
板加工 5812 

13109 20 (有)土屋製作所 第一工場
アスベストランバー

品川区中延1-272 1954 16 
(加工)

13109 21 (株)ニチアスメカテクノ ガスケット加工 品川区 1940-釦 04 6 

13111 22 
東京スレート(株) 蒲田工場(本社

石綿スレート
大田区蒲田1~1-7

1954-1994 270 
1、2、3、

O 
ム東京スレート興産(株) 工場) ム本蒲田1-12、本蒲回1-21 9、11

13111 23 
日本スレート工業(株) 蒲田工場(分エ

石綿パイプ 大田区椛谷1-197 1954-1962 2、11、12
ム大日本スレート(株) 場)

13111 24 
日本スレート工業(株) 本社工場(大森 石綿パイプ、石綿 大田区大森西4-13-7

1954-1978 568 
1、2、9、

A大日本スレート工業(株) 工場) スレート A大森5-210、堤方町211 11 

13111 25 (資)愛国石綿工業社 本社工場 石綿パイプ
大田区西粍谷町3-1-30A粍谷町2

1954-1962 89 
1、2、9、

-330 11 

13111 26 大秀保温研究所(保温工業所) 石綿製品 大田区粍谷町2-731 1957 11、12

新大進石綿盤工業(株) 石綿スレート、石 大田区北椛谷町350 1、E、11、
13111 27 

ム大進石綿盤工業(株)
蒲田工場

綿コンクリート製品 ム北朝t谷216口、北朝t谷町120
1947-1959 1159 

12、13

13111 28 ニ菱マ?リアル建材(株)
蒲田工場 石綿スレート

大田区北粍谷2-9-14
1958-1975 

1、2、3、
O 

ム三好石綿工業(株) ム北粍谷350 11、9

13111 29 東亜石綿工業所
石綿パッキング

大田区羽目本町191 1957 11、12
(加工)



東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所)(操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

13111 30 (株)日伸製作所 摩擦材 大田区羽田4-14-3 1960 11 

13111 31 (株)暁石綿工業所 石綿製品 大田区女塚1-4 1957 12 

本社工場(大森
石綿スレート、石

山王セラミックス(株)ム(株)山玉、山 綿パイプ、石綿煙 大田区大森北2-2-6 1、2、9、
13111 32 

王石綿(株)、山王スレート(株)
ヱ場、東京エ

突、石綿セメント A入新井5-185
1957-1974 105 

11 O 
場)

板、石綿高圧管

13111 33 
ニ愛マテリアル建材(株)

大森工場
ブレーキフイニン 大田区大森西3-3-9

1958-1970 1、9、11
ム三好石綿工業(株) グ ム大森3-278

13111 34 三洋石綿工業(株)
ブレーキライーン

大田区大森3-278-1 1954-1960 1、11
グ

13111 35 袖回皮革工業(株) 石綿パッキング 大田区大森3-138 1957 12 

13111 36 協和ブレーキ工業(株)
ブレーキライーン

大関区大森6-266 1964 1 
グ

13111 37 (株)ダイヱチ 石綿 大田区中央町8-42-5 1988 

石綿保布布』ミa糸石材、綿、司石綿
13111 38 (株)ミヤデラム宮寺石綿理化工業(株)大森工場

電解 紐、 大田区大森南4-9-18
1937-1994 

1、3、4、
石綿 糸、石綿 A森ヶ崎町5562、森ヶ崎町60 9、11、13
板・紙

石綿パイプ、石綿

13111 39 東陽石綿セメント工業(株) 本社工場
煙突、石綿コンク 大田区東六郷1-36

1952-1968 78 
1、2、9、

リート、石綿セメン ム東六郷1-19-2 11、12
ト基礎製品

13111 40 (有)フキ告 工業製品 犬田区東六郷1ー19-3 1968-1998 4 

13111 41 
(株)ノザワ

東京工場 キ石シ綿ブスルレコーート、トフレ
大田区東六郷4-36

1948-1962 2210 
1、2、11、

ム野j畢石綿セメント(株) ム森ヶ崎町5706 12 

13111 42 日本エ告ニット(株) 蒲田鋳造所 石綿高圧管 大田区南六郷3-22 1962 z 

13111 43 岡田スレート商会 大田区新弁宿6-693 1957 11 

ー
の
見

υ
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東京都

コード 連番 企業名(b.旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(b.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量移

13111 44 (有)城南クラッチ工業所 クラッチライニング 大田区大森南4-2-1 1980-2004 4 

13111 45 
住友大阪セメント(株) 多摩川スレト

石綿スレート 大田区調布嶺1IIT2-43 1953-1960? 01 A磐城セメント(株) 工業所

13111 46 伊東パッキング製作所 石綿層関紙 大田区西蒲田3-21-1 1986 13 

13111 47 新和石綿工業所 大田区本羽田1-30-7 1986 13 句匂

13111 48 池上工業所
石綿製造断熱材

大田区池上町626 1959 13 
料

13111 49 神奈川電線(株) アスベスト巻銅線 大田区大森2-185 1959 13 

13111 50 多摩川パッキング(株) 石綿パッキング 大田区下丸子町472 1959 13 

13111 51 大神機材工業所 石綿製品 大田区西六郷1-33-2 1977 13 

13111 52 (有)田中ゴム製作所 石綿パッキング 大田区矢口2-32-12 1977 13 

13111 53 利根商工(株)
フフンジ用石綿製

大田区西粍谷4-17-14 1977 13 
品

石綿板、石綿板加

13112 54 
重本電気ヱ芸(株) 工、石綿製品、鉄 世田谷区弦巻4-13-8

1960-1993 1、4ム重本電気工業(株) 鋼炉断熱材、電車 A弦巻町3-36
座席ヒ-';1ー

13112 55 (資)奥野パッキング工業所 ガスケット 世間谷区松原3-27-36 1985-2004 4 

13113 56 (有)渡部産業 石綿パッキング 渋谷区鉢山町15-5 1974-1978 

13115 57 富士スレート(株)
本社工場(荻窪

波型石綿スレート
杉並区阿佐谷南3-51-10

1929-1982 489 
1、2、9、

工場) ム天沼1-29、東京市外荻窪薄前 11 

13116 58 藤沢工業(株) 石綿スレート 豊島区長崎1-10-8 1966 1 

13116 59 三善アスベスト(株) 石綿製品 豊島区長崎1-24 1958 15 

13117 60 永田スレート(株) 本社工場 石綿スレート
北区志茂3-4-15

1939-1987 390 
1、2、3、

ム志茂町3-4-12、志茂町2-1337 9、11



東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

13117 61 (有)松村パッキング製作所 ガスケット 北区志茂5'-18-14 1986-2005 4 
、

13117 62 
住友大阪セメント(株) 王子スレートエ

石綿スレート
北区豊島町7-26-1

1953-1974 940 
1、2、9、

O ム住友セメント(株)、磐城セメント(株) 業所 A豊島町7-16、豊島町7-1 11 

13117 63 東和石綿理化工業(株) 石綿板・紙 北区田端新町3-26-5 1968 9 

13117 64 (有)三ツ星クラッチ工業所 クラッチライニング 北区浮間2-4-1 不明-2004 4 

13118 65 横山スレート工業(株)
石綿パイプ、石綿 荒川区河島町9-2040

1950-1952 
煙突 ム三河島町9-2040

13118 66 (株)田端石綿工業所
石綿製品、石綿再 荒川区町屋6-10-4

1950-1970 
1、3、11、

生、石綿鉱石 ム町屋3-1452、3-1450 22 

13118 67 大成パッキン工業(株) 石綿パッキン 荒川区南千住町6-169 1960 22 

13118 68 協和麻袋(株) 石綿紡織 荒川区日暮里 事業所廃止 3 

ブレーキライニン

13119 69 
冨士ブレーキ工業 グ、石綿ブレーキ 板橋区小豆沢2-35-6

1954-1968 1、9、11
ム富士石綿工業(株) ライニング、石綿 ム小零沢町2-22

製品 ，司

昭和スレート(株) 板橋工場(本社 石ト、綿6(波形)スレー 板橋区板橋10T目 1、2、9、
13119 70 民波形スレー ム本町6-4、本町5、板橋町10-136、1950-1983 480 

ム昭和スレート(有) 工場)
ト 板橋町136、本国6、昭和田T136

11 

13119 71 日本パッキング工業(株) 東京工場 パ石綿vキ製ン品グ、石綿 板橋区板橋町9-2204ム栄町10 1954-1966 1、11

本社工場
石綿パイプ、石綿

板ム橋上板区橋東山町町5-551566 
1、2、3、

13119 72 東亜石綿工業(株) 煙突、石綿耐熱製 1950-1970 153 
目、 11

品

13119 73 千代田スレート工業(株) 本社E工場 石綿スレート 板橋区前野町1-20 1957 358 1、2

13119 74 千代田スレート工業(株) 本社工場
石綿パイプ、石綿 板橋区志村前野町1-20

1954-1966 138 
1、E、9、

スレート ム志村前野町888 11 

33ー
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東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(Ll.j日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

板橋製造所
石綿ブレーキライ 1940、1957

13119 75 曙産業(株) ム曙ライニング
ニング

板橋区志村前野町996
~1960 

1、11
技術研究所

13119 76 不動石綿工業(株) 石綿筒 板橋区志村町1-103 1957 11 

13119 77 三善工業(株) 東京工場 再生石綿原料 板橋区志村清水町495 1959 7 

石綿(波形)スレー
板ム橋板橋区坂下1-32-1 1、2、3、

13119 78 第一スレート工業(株) 板橋工場 ト、石綿パイプ、石
区長後町1-7、

1940~1988 888 
目、 11

綿煙突

13119 79 大森石綿工業(株)
保温、保冷石綿、

板橋区舟渡町会11 1954~1966 1、11
フェルトカ".ー

13119 80 金剛特殊化工(株)
石綿ブレーキライ

板橋区泉町8 1962 9 
ニング

板橋区坂下3-8-6ム蓮根町2-1、
1、2、3、

13119 81 国産スレート(有) 本社工場 石綿スレート 蓮根町会14、蓮根町2-14-2、蓮根町 1950~1987 185 
9、11

3-14-2 

13120 82 白木ミネラル化工(株)
アモサイト解綿、再

練馬区豊玉北6-18 1957 11 
製石綿

13120 83 三統破織工業(株)
石綿絶縁板の吏

練馬区豊玉北6-1Ll.豊玉北6-18 1950~1954 
主、再製石綿

13120 84 三和石綿工業(株)
ロープ、石綿保温

練馬区向山町52ム向山町50 1960~1964 
骨宵宮

13120 85 三奥パッキング製作所 石綿パッキン 練馬区北大泉町876 1975 14 

13121 86 田端石綿工業所 その他の窯業土石
足立区花畑町5148 1981 23 

製品

13121 87 富士石綿工業(株) 石綿板・紙
足立区西保木間2-ト23

1954~1980 
1、3、自、

ム保木間町2236 11、23

13121 88 厚生アスベスト工業所
石綿板、石綿基礎

足立区保木間町2236 ヤ 1950~1952
製品

13121 89 
村樫スレート工業(株J

足立工場
石綿スレート、石 足立区梅島2-10-16

1954~1983 
1、2、9、

ム村程建材興業(株) 綿セメント板 ム梅島2-10-11，/J、右衛門町63 11 



東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称、) 工 場 名 製造石綿製品 P

住所(ム旧住所) (操業時住所等で、
確認操業期間

石綿使
出典 HP 

現住所とは異なるものがある) 用量本

13121 90 ミツワ石綿工業(株)
石綿ブレーキライ 足立区梅田1-20-6ム千住八千代町

1960-1970 1、11
こング 41 

13121 91 東京サーベスト(株)
ブレーキライニン

足立区梅田町310 1960 
1、3、9、

グ 11 

13121 92 曙右綿工業(株)
石綿ブレーキライ

足立区梅田5-27-6D.梅田町618 1957-1966 11 
一ング

13121 93 共立石綿工業(株)
ブレキライニン

足立区梅田町618 1950-1962 
グ、石綿耐熱製品

13121 94 晴見製作所 ガスケット 足立区梅田4-3-8 1971-2005 4 

13121 95 三星ロックスター(株) 石綿吸音天井板 足立区小台1-11'-8 1974 1 
~， 

13121 96 日本岩綿工業(株)ム日本石綿工業(株) 石製綿品板、石綿耐熱 足立区小台町6902 1954-1960 1、11

13121 97 日清紡績(株)
東京工場 ム 摩擦材、石綿ヲ 足立区西新井栄町1-18-1 1941-2001 

1、3、4、 O 
西新井化成工場 レーキライ二ング ム栗原町1，090 9、11、23

13121 98 (有)鈴木工業所 ブレーキライニン
足立区西新井本町5-5-16 1981-鈎 04 4 

グ

13121 99 石川ガスケット(株) 千住工場
ガスケット、自動車

足立区千住4-4-18D.千住大川町4 1940-2005 3、4、11 O 
部品

13121 100 日本粉砕(株) 石綿マイカ 足立区新田3-13-1 1962 1 
， ， 

13121 101 白石工業所 ブ(石lペ綿ー)キ穴明加工 足盆区本木町2-1640 1957 11 

13121 102 大島アスベスト工業所 その他の窯業土石
足立区中川1-4-25 1974 23 

製品

シール材、グブ‘k石ー綿
(株)エーアンドエーマテリアル ムキライニン 葛飾区小菅2-19~17 1、3、自、13122 103 ム朝日石綿工業(株)、朝日石綿紡績 東京工場

三‘製線晶石品、石綿、綿石布綿糸リ耐熱製
ム区吾小菅嬉5町05、手立区足立2249、向島 1939....1967 

11 O 
(株)

ボ-布ン、金

13121 104 吉野右膏(株) 東京工場 石膏積層板 足立区江北2-1-1 1971-1984 6 O 

r内
υ

qυ 
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東京都

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ムl日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量$

13121 105 
田島ルーフィング(株)

宮城(東京)工場 石綿フェルト等 足立区宮城1-21-12 1937-1987 5 O ム田島応用化工(株)

13121 106 日本特殊ブレーキ工業(株)
ブレーキライーン

足立区関原3-11-21 1977-2005 4 
グ

13122 107 
東京積化工業(株) 岩綿製品、石綿製 葛飾区上平井町1105(現西新小岩、

1960-1966 1、11
ム東京鉱化工業(株) ロロロ 東新小岩3-8丁目)

13122 108 (有)渡辺石綿工業所
自動車ブレーキラ 葛飾区木根川町2914(現:東四つ木1

1962 
イニング -3丁目)

13122 109 
(有)渡辺石綿製造所 ブレーキライ二ン

葛飾区本田町152 1956-1966 1、11
ム(個)渡辺綿調製造所 グ、石綿ライニング

13122 110 (個)昭和石綿工業所
自動車用クフツチ

葛飾区本田町82
フェーシング

1957 11 

石綿ライニング、

13122 111 三泰右綿ヱ業(株) 本田工場
石綿紡織品、ブ 葛飾区限田町198

1950-1962 1、9
レーキライニング、 ム本田町198
石綿系、その他

13122 112 香川産業(株) 石綿布 葛飾区本田町198 1964、2002 1、3

13122 113 東京石綿(株) 本田工場
ブレキライニン

葛飾区本田町203 1950 
グ

13122 114 (株)大原石綿工業所 石綿の加工 葛飾区下小松町390 1950 

パフイト珪藻土
加工品、右綿含有

葛飾区堀切町1-8-10 ム堀切町13122 115 ナイガイ(株)ム肉外アスベスト(株) 堀切ヱ場 吹付けロックウー 1950-1970 1、11 O 
ル材、保温筒、耐

533 

火被覆成形板

13122 116 鶴山石綿商会 パッキング 葛飾区堀切町101 1959 7 

13122 117 大倉パッキングヱ業(株) 石綿子ープ
葛飾区本回川端町168(現:東立石、

1962 
東四つ木2、4丁目)

13122 118 コニシ(株) 東京工場 石綿含有接着剤 葛飾区東四つ木ト1-13 1956-1967 O 



東京都

コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.6.1目住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

13123 119 東京石綿(株) 平井工場 パッキング 江戸川区平井町2-533 1950 

13201 120 
日本ブレーキ工業(株)ム日本ブレー 八王子工場(事 インシュレ一事一、 八王子市中野上町4-29-1 ム中野

1958-2003 4、B、7 O 
キライヱング(株) 業所) 摩擦材 町西3-3728

13206 121 奥建産業(株) 是政工場 石綿セメント瓦 府中市ム北多摩郡玉村是政2394 1950 

13206 122 東京芝浦電気(株) 府中工場 その他の石綿製品 府中市東芝町1 1962-1968 9 

13212 123 日野セメント工業(株) 本社工場 石綿パイプ 南多摩郡日野原7773 1959-1962 7 2 

西武セメント工業(西武石綿工業(株)) 石綿スレ暗煙ー突ト直、石 東村山市本町2-207213213 124 
ム東京宥綿工業(株) 筒、石綿

ム4iヒ多摩郡東村山町野口2072
1959-1968 1、2、9 。

綿スレート

*卜ン11957年
出典

1) 通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、 1949、 1950、 1952、 1954、)959，.1960、 1962、 1~64、 1966、 1968‘ 1970、 1972、 1974、 1976、 1978、 1980、 1982、 1984、
1988、1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、196担、 1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988イ1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会ー昭和田年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)一

7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
11) 東京都工場名鑑(1957、1960、1966葬版)、東京都工場資簿・窯業お本び土石製品製造業(1957)
12) 蒲周工場名鑑(1957年版)
13) 大田区工業名鑑(1952、1960年版)、大田区工業名簿(1978、1987年版)
14)練馬区工場名簿(1975)
15)豊島工業名鑑(1958)
16) 品川区工業名鑑(1954)
17)江東区工業名鑑(1958)
21)墨田区商工名鑑(1961年版)
22) 荒川区商工名鑑(1961、1971年版)
23) 足立区商工名鑑(1974、1981年版)
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神奈川県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

14100 大固化成(株) 断熱用接着剤 横浜市 1964-1989 

(株)エーアンドエーマ子リアJレ
I~綿w煙突、ν、石-綿h隔恒

14101 2 A朝日石綿、朝日石綿工業(株)、朝日 横浜工場
膜、石綿布・糸、石

横浜市鶴見区鶴見町470 1924-1975 1，524 
1、2、9、

O 
スレート(株)

綿耐熱製品、紡織 11 
品電ーι解布、波形ス

シール材、石綿

ニチアス(株)
ジョイントシート、

横浜市鶴見区大黒町1-70 1、2、3、
14101 3 

ム日本アスベスト(株当
鶴見エ場 石綿パッキング、

ム大黒町14
1939-1995 

日、 11 O 
各種石綿製品、不 f、
定形耐火物

14101 4 (有)南部石綿工業所 石綿布・糸 ー横浜市鶴見区市場町85 1955-1956 11、12

14101 5 日本スチールベスト(株) 石綿パッキン
横浜市鶴見区市場町160

1960 11 
ム市場町767

石綿パイプ、石綿
横浜市鶴見区市場下町2-2414101 B (有)五十嵐スレート工業所 本社工場

セメント煙突部分、
1952-1972 30 1‘2、11、

石綿煙突、石綿製 ム市場下町2124、市場町1392 12 
ロロロ

14101 7 第三スレート(株) 石綿パイプ 横浜市鶴見区上末吉町105 1954 2 

14101 8 東京芝浦電気(株) 鶴見工場 石綿板・紙 横浜市鶴見区末広町2-4 1968 9 

4グコ市、雨石、河綿合)1製V品':1"、ャ石Jノ
太洋工業(株) 横浜市鶴見区生麦田T3-15-2814101 9 
ム太洋石綿工業(株) 綿耐熱製品、石綿

ム生麦町544 1954-1972 1、11、12
急パ皐ウダー、再生石

石綿煙突、波形石

14101 10 日本石綿(資) 綿スレート、石綿 横浜市鶴見区生麦4-4-24
1950-1976 120 

1、2、9、
耐熱製品、普通石 ム生麦町835 11、12
締管、



神奈川県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

14101 11 東京耐熱電線(株) 石綿紙
横浜市鶴見区弁天町14

1955"，1968 1、11、12
ム弁天町ト21

14101 12 山和製作所
石綿スレート打抜

横浜市鶴見区矢向ト19-1 1972 11 
加工

14102 13 日本ハマライト(株) 合成樹脂石綿 横浜市神奈川区入江町2-162 1952 

14102 14 富士奥業(株)
石綿ジョイントシー

横浜市神奈川区松克町4-1∞o 1970-2006 
1、3、4、

トパッキング 11、12

14103 15 
湘南スレート工業(株)

本社工場
セ煙日メ脚突ン'、ト石円円綿J筒ス、、日レ石開ー綿 横浜市西区戸部本町50-1 ム西区

1953-1975 177 
1、2、3、

ム湘南スレート(有) 石崎町2-39 9、11、12

14103 16 横浜工業所 石綿製品 横浜市西区戸部町7-230 1960 11 

(合)浜パッキング製作所 石石ト綿綿パッキング、 横ム浜市西区戸部本田T6-814103 17 
ム(資)浜パッキング製作所

ジョイントシー
紅梅町1-21

1949-1990 4、11、12

=菱マ子リアル建材(株) 横浜工場
石レー綿キスラレイーニトン、ブグ 横浜市西2区-岡11野-227-、11-27 14103 18 A三菱セメント建材(株)、三菱セメント (二次加工品工 1957-1974 1、2、11 O 

石綿工業(株)、三好石綿ヱ業(株) 場)
ム岡野町 、岡野町88

14103 19 日興社化学工業所(株) 石綿パイプ 横浜市西区北幸町2-47 1950-1954 2 

14103 20 神奈川県z石綿スレート工業(株)
一石綿セメント基礎

横浜市西区北幸町会47 1950 11 
製品

14103 21 (有)神奈川ブレーキ工業所
ブl/ キライニン

績浜市中区富士見町3-4 1972 11 
グ

14105 22 (竹下京寿) 石綿 様浜市南区平楽101 1960 11 

14105 23 三和石綿工業前 ガス燐網 横浜市南区中島町4-89 1956-1966 11 

右綿製品、石綿I~布ッ
14105 24 佐藤加工所ム佐藤商后 (加工)、石綿

横浜市南区井土ケ谷上町27-5 1976-1985 11、12
キン

ム井土ケ谷上町89

n
3
 

9
d
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神奈川県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品ー
住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 現住所とは異なるものがある) 用量*

14106 25 横浜スレート工業(株) 本社工場
石綿パイプ、石綿

横浜市保土ケ谷区坂本町90 1960~1966 
1、2、9、

セメント円筒 11 

14106 26 橋本工業所
石綿パイプの曲り

横浜市保土ケ谷区川島町2883 1964 11 
手

14106 27 (有)石塚パッキング製作所 石綿ジョイント 横浜市保土ケ谷区権太坂3-19-2 1988 12 

14106 28 第一スレート(株)
波形石綿スレー

横浜市保土ケ谷区釜台町26 1971・74・80
ト、石綿煙突

14106 29 木下スレート工業側 石綿煙突 横浜市保土ケ谷区仏向町 1959 2 

14107 30 (株)手料パッキング製造所 横浜出張所
石綿パッキン、石 横浜市磯子区杉田4-7-31

1972~1988 11、12
綿ジョイントシート ム杉田町444

14107 31 
(株)不一パッキング 石綿ジョイントシー 横浜市磯子区森町5-5-3

1944~1982 3、11、12
ム不ニパッキング製造所 ト、石綿糸布 A森町854

14108 32 (株)不ニパッキング
石綿製品、パッキ 横浜市金沢区福浦1-10-11 1982~2007 3、4、12
ング

14109 33 太洋工業(株) 小机工場 アスベスト 横浜市港北区東本郷町368 1966~1970 11 

14109 34 (有)渡辺産業 港北工場
石綿パッキン、同

横浜市港北区新羽町687 1980~1985 11、12
プレス加工

14113 35 三信製作所 ゴム製石綿パッキ
横浜市緑区青砥町1070 1986~1999 4、12

ン

14113 36 旭トステム外装(株) 横浜工場
石綿含有フレキシ

横浜市緑区三保町2081-1 1995~2001 O 
ブルボード(加工)

14113 37 日本パッキング工業(株)
新横浜製作所

パッキング 横浜市緑区西八朔町160 1962~1998 4、11、41
(横浜工場)

14118 38 (有)渡部産業 パッキング 横浜市都筑区川向町957 1970~1993 4， 41 

東奥アスフアルト工業(株)
石綿製品、アスベ

川崎市川崎区藤崎3-2-2 1968~1974， 
14131 39 ストセメント、アス

ム藤崎3-65 1981 
1、11、13

ベストスフエJレト



神奈川県

コード 連番 企業名(ム旧名称〕 工場名 製造石綿製品
住所{ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

組立アスベスト耐
川崎市川崎区渡田町3-5

14131 40 日本耐熱線工業(株) 熱電線、アスベスト 1962~1975 13 
被覆電線

A渡田町4-2-15

14131 41 扶桑化エ(株) 石綿加工品 川崎市川崎区小田2-23-19 1970 13 

14131 42 影山工業(株) ガスケット
川崎市川崎区旭町1-2-1

1960~2006 4，41 
ム旭町1-9

14132 43 横浜石綿工業(株)
クラッチフェーシン

川崎市幸区南加瀬2717 1962~1964 11 
グ

石綿ジョイントシー
14132 44 (株)東興社 ト、アスベストパッ 川崎市幸区小倉530 1958~2006 4、13、23

キング

14132 45 帝都クラッチ工業(株) 石綿製品 川崎市幸区塚越正146 1988 13 

14133 46 帝都石綿工業(株)
ブレーキライニン

川崎市中原区中丸子626 1971 ~1985 11、13
グ機械部品

14133 47 藤井パッキング工業所
石綿ジョイント

川崎市申原区上平間町17∞ 1976 11 
一(加工)

14133 48 大栄梱包(有) F 石ンパ綿ッ製キ品ン、ソフトロ 川崎市中原区宮内1-23ム宮肉1363 1988~1993 13 

14133 49 大栄梱包(有) ソフトロンパッキン 川勝市中原区等々力10-2 1995 13 

14134 50 東洋石綿工業(株) 石隼綿石スレート、再 川崎市高津区宇奈根716
1964~1975 11、13

綿‘混合綿 ム事奈根町716

14134 51 (株)荏原部品製作所
4 ガスケット・パッキ JJI崎市高津区7下野毛8-19 1985 13 
ング

14134 52 (株)ユーコウ商会 Iテ子石スス綿トトセ板メ、ンモトル製告品ル 川崎市高津区久末686 1995 13 

14136 53 (株)日研シール ガスケット 川崎市宮前区馬絹621 1978~2003 4， 41 

14201 54 優輿石綿工業(株) 石綿製品、珪藻土 横須賀市内川新田829-11
1964~1970 1、11

保温品 A久里浜7~2-16、八幡久里浜1512

T
ムa

q
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神奈川県

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(，6.旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量権

14201 55 (株)J 11島製作所
ブレキドラム製

横須賀市内1111-7-44 1983-1991 4，41 
作

(株)トーカイ
石綿スレート、石 平塚市大神下堤外3341

1、2、3、
14203 56 大神工場 綿スレート、石綿 ム黒部丘11-34、黒部ヶ丘250、平塚 1959-2∞4 

ム東海石綿工業(株)、東海石綿工業所
煙突 1448、諏訪町1448

4、9、11

14203 57 東海セラミックス(株)
大神工場第2エ

平塚市大神3233-8 1998-初日4 4，41 
場

14203 58 日本耐熱パイプ(株) 石綿パイプ 平塚市諏訪町1448 1954-1958 2 

14203 59 日本特殊塗料(株) 平塚工場
水系塗料、自動車

平塚市長瀞1-10 1975-.1990 4，41 
防振材

14203 60 横浜ゴム(株) 平塚製造所 ホースの耐熱材 平塚市追分2-1 1974-1993 4，41 

14203 61 横浜ゴム(株) ハマ空イト工場 シーリング材 平塚市四之宮1丁目7番7号 1985-却∞ 4 

14205 62 大川肉製作所
石綿ジョイントシ

藤沢市羽鳥1-2-5 1980-1982 11 
ト

14206 63 久保田建材工業(株) 小田原工場 石綿スレート
小田原市 A小田原市小八幡堰向

1962-1970 1、9、11
1037 

14206 64 
クボ告松下電工外装(株)，6.附クボ久

小田原工場
屋根材

小田原市酒匂7ーか1 1960-2001 2、3、4 O 久保田鉄工(株) (カラーベスト)

14206 65 (株)黒沢鉄工 小田原事業所 カラーベスト製造 小田原市酒匂7ーか1 1986、2001 3、22

14206 66 石野ガスケット工業(株) 小田原工場
ガスケット

小田原市国府津2737 1961-2003 4，41 
(打ち抜き)

14207 67 山信商会 石綿、パッキング 茅ヶ崎市十間坂町ト5-39 1976-1982 11 

14207 68 シャーク・フィル舎一(株) 石綿製品 茅ヶ崎市東海岸北4-1-8 1994 21 

14209 69 フジ告工業(株)
フジ9住宅東京

石綿セメント製品 相模原市国名4178 1974-1982 
工場

14209 70 富士スレート(株) 相模原工場 石綿スレート 相模原市下九沢7-1-5 1977-1983 1、2、11



神奈川県

コード 連番 企業名(1;.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量事

14209 71 信和スレート工業(株)1;.信和産業(株) 石綿板
相模原市麻溝台3丁目1番38号

1968-1995 4、11
A麻溝台893

14209 72 厚木管工材(株) 石綿、ゴム 相模原市新戸2073 1970 11 

14209 73 東京化学塗料(株)
自動車塗料の練り

相模原市淵野辺1-21-23 1963-1991 4， 41 
込み

14211 74 
(株)トーケンム東京スレート(株)、東京

秦野工場 波形石綿スレート
秦野市曾屋高萩881

1963-2∞4 
1、2、4、

O 
浅野スレート(株) A曾屋881 9、11

石綿ゴム化工パッ
厚木市

14212 75 
新日本パッキング研究所 キング、石綿製 A愛甲郡厚木町2941、愛甲郡厚木町 1952-1964 1、3、11
ム新日本パッキン(株)、相和工業(株) ガ晶ス、石ナ毒ッ自トジョイント 707 

14212 76 ソーワ工業(株) ジョイントシート 厚木市旭町3-10-19 1966-1968 1、自、 11

14212 77 大東パッキング工業(株) 右綿製品 厚木市上落合413 1962-2005 1、3、11

石綿ジョイントシー
厚木市寿町3-2-5 1、3、6、9、

14212 78 日本パルカー工業(株) 厚本工場
トパッキング、

ム愛甲郡厚木町424、愛甲郡厚木町 1950-1968 
11 

O 
411 

14212 79 和光工業(株) 石綿パッキン 厚木市妻田956 1980-1982 11 

14212 80 東リ(株)ム東洋リノリウム(株) 厚木工場 石綿含有ピ一一ル
厚木市温水2020 1963-1985 5 O 

事イル

14212 81 チヨダウーテ(株) 厚木工場 石膏積層板 厚木市 1973-1986 6 

14213 82 (株)石河商会 大和工場 石綿製品 大和市深見792-5 1972-1982 1、11

14213 83 日本ラインツ(株) シート、ガスケット、
大和市深見西1-5-21;.深見753 1967-1993 3、4

石綿製品

14213 84 (株)福原工業 シート(打抜き) 大和市深見事1-3-27 1970-1993 4，41 

14213 85 大和ゴム製作所 石ト綿ジョイントシー 大和市福田2323 1970-1982 11 

-43-
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神奈川県

コード 連番 企業名(b.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ムl日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 現住所とは異なるものがある) 用量*

14214 86 山王セミ)山ラ王ミッ、クス(株) 伊勢原工場(神
石綿スレート

伊勢原市上粕屋760b.中郡伊勢原
1964-2004 

1，2，4，11，4 
O ム(株) 山王石綿(株} 奈川工場) 町上粕屋760

14214 87 ソーワ工業(株) i シリンダーヘッド 伊勢原市小稲葉町273 1947-1990 4、11

14218 88 
湘南スレート工業(株)

厚木工場
石綿セメント円筒、

綾瀬市深谷4633 1966-1980 
1、2、3、

A湘南スレート(株) 波形石綿スレート 11 

14218 89 栄和レヂン工業(株) 石綿セメント板 綾瀬市深谷2751-1 1982 11 

トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974.、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会.昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)透商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)神奈川県工場名鑑(1947、1951、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1976、1978、1980、1982年版)
12)横浜市工場名鑑、横浜市工場名簿(1949、1957、1985、1988、1991、1994年版)
13) 川崎市工場名簿(1962、1966、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974、1975、1978、1979、1981、1984、1986、1989、1991、1995、1997年版)
21)茅ヶ崎商工会議所会員・特定商工業者名簿(1994)
22) 小田原商工名鑑(1986)
23) J11崎商工名鑑(1977年版)
41)神奈川県環境農政部大気水質諜:アスベストに関するQ&A(平成19年3月31日修正)



新潟県

コード 連番 企業名(ムl日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典
現住所とは異なるものがある) 用量事

15100 新潟石綿セメント工業(株) 本社工場
石綿パイプ、セメン 新潟市桃山町1-105ム山ノ下桃山

1954-1968 34 1、2、11
ト製品、石綿煙突 町1丁目

15100 2 吉野石膏(株)
新潟吉野石膏

石膏積層板 新潟市太郎代901-1 1971-1986 6 
(株)東港工場

15107 3 (株)東邦アーステック
エポキシ樹脂接着

新潟市西区 A新潟市黒鳥1437-1 1966-2003 4 
帝l

15206 4 (有)オガ告技研 東港工場
ジョイントシート

新発田市佐々木2555-2 1981-2007 4 
(裁断2次加工)

15216 5 相馬スレート建材(株) 石板綿煙突、石綿平 糸魚川市新屋町151-1 1962-1972 1、2、9

15216 自 北陸東陽石綿工業(株) 本社工場
石綿パイプ、石綿

糸魚川市寺町569-3 1956-1962 40 1、2、11
煙突

15222 7 大丸機工パッキング製作所 新潟工場
石綿糸、石綿パッ

上越市ム中頚城郡中郷村藤沢 1962-1968 9 
キング

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960.1962、1964、1966、1968、197口、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1-980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2Q06)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境斤委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(O∞5)
7)工業技術院監修.石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)

H
h
d
 

aa雪



富山県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名

16201 輿人石綿工業(株)

16201 2 (株)目立ハウステック 富山工場

ノ/

16202 3 日本製紙(株) 伏木工場

16202 4 東亜合成化学工業(株) 高岡工場

16202 5 新日軽(株) 高岡工場

16202 6 新日軽(株) 立野工場

16209 7 新日i経(株) 小矢部工場

16210 8 
弁波大建工業(株)t:，井波ダイケンプ

(井波工場)
ロダクツ(株)、大建工業(株)

出典

-46 

製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

石綿セメント、パル
富山市奥人町2-62

プセメント板

浴室ユニットの部
富山市一本木1010

品の一部等

アスベスト紙 高岡市伏木

塗装防水剤 高岡市二上院内500番地

珪酸カルシウム板 高岡市本郷2-5-8

珪酸カルシウム板 高岡市宝来町85

珪酸カルシウム板 小矢部市浅地130

石綿含有繊維強
南砺波市井波1-1

化セメント板(加工)

に、、

確認操業期間
石綿使

出典
用量*

1970-1982 1、2

1977-2001 

1973-1987 

1975-1991 4 

1990-1998* 

1990-1998* 

1990-1998キ

1984-1997 4 

*トン/1957年
率製造工場かは特定できない

HP 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
19郎、 1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、19]8、1980、1982、1984、19郎、 1993、1997、2001年版)，
3)厚生労働省:石綿ri<露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、初日日、 2009)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省.アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)



石川県

住所(Ll.IB住所) (操業時住所等で、 石綿使
コード 連番 企業名(LI.旧名称) 工場名 製造石綿製品

現住所とは異なるものがある)
確認操業期間

用量牢
出 典 HP 

17201 1 柿谷石綿パッキング商会
ゴム化工石綿布、

金沢市仙人町7 1960-1975 1、11、21
岩綿(加工)

17201 2 朝日スlシート(株) 金沢工場
石綿煙突・石綿パ

金沢市荒町1-46 1947-1950 31 
イプ

17203 3 小松ウオール工業(株) 第一工場 石綿含有不燃材 小松市工業団地1-6 1977-1993キ O 

17203 4 小松ウオール工業(株) 第二工場 石綿含有不燃材 小松市工業団地ト72 1977-1993* O 

*ドジ11957年
本製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、196.8、1970、1972、1974，、 1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日明l工業新聞社
2)セメント新聞社・セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、初例年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(初師、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスド製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5) 別

7)ヱ業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(19.59年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)負や

10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)
11 )石川県商工会議所連合会.石川県商工名鑑(1971年版)
21)金沢商工会議所金沢商工名鑑(1976年版)

守-
細
川
吉
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福井県

コド 連番 企業名(.6.18名称) 工場名 製造石綿製品 |伍附碍凶件戸時lTr寸I段士里t在;:4るE併有手t目のがある) 確認操業期間 出典 HP 

18201 
フクビ化学工業(株)

本社工場 石綿含有外装材 福井市三十八社町33-66 1977:--1999 5 O 
ム福井ビニール工業(株)

18209 2 福井スレート(株) 波形右綿スレート 越前市 A武生市四郎丸町55-5 1974-2004 O 

18209 3 大丸機工パッキング製作所 福井工場 石綿ング糸、右綿パッ 越前市ム武生市東元町9-14、東元
1954-1962 1、7、B

キン 町53

本社工場(武生
ケイ酸カルシウム

18209 4 自信化学工業株(株)
工場)

系石綿含有保温 越前市北府2-17-33.6.武生市 1971-1983 O 
材

18210 5 
フクビ化学工業(株)、

坂井工場 石綿含有外装材 坂井市ム坂井郡坂井町定旨1-1 1984-1988 5、6ム福井ビニール工業(株)

18404 6 大丸機ヱパッキング製作所 石綿製品
南条郡南越前町

1947 
ム南条郡今庄村60-9

18404 7 (株)福井大一工芸 石綿含有製品 南条郡南越前町関ケ鼻13-5-1 事業場廃止 3 

18404 8 
ニ菱マテリアル建材(株)

今庄工場
石綿ジョイントシー 南条郡南越前町

1959-1963 9 O A三好石綿工業(株) ト ム南条郡今庄町今庄

18501 9 
フクビ化学工業(株).6.フクピミカ聖工

三方工場 ピニル系床材
三方上中郡若狭町三方18号字菅原

1974-1989 5 O 業(株)、福井ビニール工業(株) 45 

ドジ7而訂主手
出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

19郎、 1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)潔境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞日)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省，アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業誠査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)



山梨県

コード 連番 企業名〔ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牟

19201 1 (有)八二興業 石綿製品 甲府市桜井町1020 1970-1972 1、11

19207 E 日東石綿工業(株) 韮崎工場
ブレキライニン

韮崎市ム北巨摩郡葉崎若宮町 1950 
グ

摩擦材、シール
材、石綿ライニン

19346 3 アスクテクニカ(株) 第1工場 グ、ジョイントシー 市川三郷町 A西八代郡市川大門町
1945-2003 

1、2、3、
A朝日石綿工業(株) (山梨工場) ト、ブレーキライニ 1488 4、11、21

ング、石綿パッキ
ング -，町、

19346 4 アスクテクニカ(株) 第2工場 摩擦材、シール材
市川三郷町ム西八代郡市川大門町

1968-2∞4 4 
高田610

19346 5 (立川政義) 石綿製品(加工)
市川一郷町ム西八代郡市川大門町 1970-1972 11 
高田2436

19346 6 立川製作所 ブレーキ製造
市川三郷町 A西八代郡市川大門町

1973-1990 4 
高田2435

19346 7 村松板金所 石綿製品
市川三郷町ム西八代郡市川大門町 1972 11 
259 

19346 B 中村製作所 石綿製品
市川三郷町 A西八代郡市川大門町

1972 11 
594-5 

19346 9 望月製作所 石綿製品(加工)
市川三郷田rb.酒八代郡市川大門町 1970-1972 11 
1407 

1934日 10 杉田製作所 石綿製品(加工)
市川三郷町ム西八代郡市川大門町 1970-1972 11 
2102-3 

19346 11 前島製作所 ブレーキ製造 市川三郷町 A西八代郡三珠町635 1973-1990 4 

19362 12 深沢製作所 クラッチ製造
南巨摩郡鰍沢町1359-1ム鰍沢町 1970-1996 4、11
1410 

*トン/1957年
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山梨県

出典

1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968‘1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
19旬、 1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省.石綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場等(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査j報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本右綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業E建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究j報告書(1985年版)
11)山梨県工場名鑑、山梨県工場名簿(1956、1957、1958、1959、1960、1961、1963、1964、1967、1970、1972年版)
21)商工名鑑(甲府)(1957、1961、1965、1970、1974、1979、1995、2∞1年版)



長野県

コード 連番 企業名(ム1日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量寧

20201 
日本石綿紡織(株)

本郷工場 石綿布 長野市三輪本郷町740 1952-1971 1、11、21
ム日本特殊機材工業(株)

20201 2 日本石綿紡織(株) 宇木工場 石綿布、石綿製品 長野市下宇木151 .d.本郷740 1962-1970 

20201 3 (株)日本機材 A日本機材工業(株) 穏保工場 石綿布 長野市穂保904-2(409-2 ? ) 1959-1990 1、3、4、
21 

20201 4 平和石綿工業(株)ム山本石綿工場 石綿糸 長野市 A更級郡川中島町御厨18251959-1962 1、11

20201 5 平和石綿工業(株) 石綿糸・布
長野市川中島町御厨1944-1 1962-1985 

1、3、11、
ム川中島町御厨1942-1、1941 21 

20201 6 平和石綿(株) 石綿糸 長野市 A更級郡大岡村中牧上中山 1975-1977 11 

20201 7 清水工業 有綿製品 長野市信更町今泉1588 1972 21 

20201 B 平出製作所 石綿織布 長野市西尾張部548 1972 21 

20201 9 長野日アスム長野目アス鉱織(株) 岩綿石綿 長野市早苗町41-4 1969-1981 11 

ーチアスセラテック(株)
豊野工場

石綿製品、 上長水野市内郡豊野町豊野1.290-1、20201 10 
A日アスロックウール(株) 吹付け用材料

1971-1986 1、3、6

20203 11 自信工業(株) 摩工擦)材研鷹(加 上田市圏分 1989-1992 O 

広田ケミカル
20207 12 A広田石綿(有)、カネニ広田製糸所(製 石綿糸 須坂市上中町142'.d.須坂 1962-1971 1、11

作所)

石綿複合板、木毛
伊那市西春近526920209 13 日本建工(株) セトメント板、スレー 1978-2004 1、4

-
F
h
d
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長野県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

20217 14 ヱムケーカシヤマ(株) ステージ1
ブレキパッド、ブ

佐久市長土呂1091 1966-初∞ 4 
レーキシュー

エムケーカシヤマ(株) ステージ2
ブレーキパッド、フ

佐久市長土呂80120217 15 
レーキシュー

1981-2000 4 

20217 16 (有)泉製作所 ブレーキシュー 佐久市猿久保143-1 1979-1997 4 

20217 17 (有)コバヤシ製作所
ブレーキパッド、ブ

佐久市南岩尾317 1980-1993 4 
レーキシュー

20217 18 (株)エンドレスプロジ工クト ブレーキパッド 佐久市横和1012ー1 1987-1996 4 

20217 19 (有)サクセス
ブレキパッド、ブ

佐久市鳴瀬2975-7 1989-1998 4 
レーキシュー

20219 20 (株)日信弥津製作所
摩擦材研磨

東御市弥j章 1978-1989 O (加工)

20431 21 (株)城南クラッチ工業所 木曽工場
ブレーキフイニン 岐車県中津川市馬籍5391-4

1974-2005 一4グ ム木曽郡山口村

20590 22 
ニチアスセフTツク(株)

牟礼工場
石綿製品、

上水内郡牟礼村牟ヰL396 1960-1970 1、6
ム日アス鉄織(株) 吹付け用材料

* ~~/1957有
出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、196口、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、198口、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社.セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況諦査結果(2∞5)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)長野県工場名鑑(1952、1954、1956、1959、1962、1964、1967、1969、1971、1973、1975、1977、1979、1981、1985、1987、1989、1991、1995、1997、m∞年版)
21)長野商工名鑑(1963、1974年版)
41)長野県.アスベストの取り扱い事業所とその調査状況(2006年10月31日)



岐阜県

コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
右綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

厚見工場(岐阜
石綿パイプ、石綿 岐阜市城東通り2-5

1、2、11、
21201 太平スレート(株)

工場)
セメント円筒、曲 ム岐阜市外厚見村城通り2-5、 1950-1972 66 

21 
菅、石綿煙突 稲葉郡厚見村城東通

21201 2 (資)永田商庖 石綿煙突等
岐阜市入船町3-16ム岐阜市神田町 1966-初日5 21 
1-10-13 

石綿糸、石綿布、
21202 3 渡辺石綿工業所 クラフトクロース加 大垣市緑園100 1959-1964 1、7

エ
21202 4 (有) トモエ ゴム石綿各種 大垣市加賀野1-625 2005 22 

21202 5 5イルメント(株).6.日本書イルメント(株)大垣工場 石綿含有接着剤 大垣市浅酉1-4 1972-1992 4，41 O 

21202 6 ブレインシール(株) 第一工場
石綿含有ガスケッ

大垣市築捨町4-100-2 2001-2005 4，41 
付加工)

21202 7 (株)ジー掴シー パッキン 大垣市直江町194 1984-2005 4，41 

21206 8 (有)城南クラッチ工業所 木曽工場
ブレーキライニン 中津川市馬籍5391-4.6.長野県木曽 1974-2005 4 
グ 郡山口村

21208 9 瑞浪木節鉱業(株) 石綿含有接着剤 瑞浪市山田町927-1-1 1970-2003 O 

21209 10 日東工業(株) 曲利工場
石綿含有建材ボー

事島市正木町曲利中区230 不明-1992 4 
ド

シール材、石綿

2120日 11 ニチアス(株)
羽島工場

板、石綿ブレーキ
羽島市竹鼻町狐穴3365 1943-2003 11、3、11 O 

ム日本アスベスト(株)、祖岳製作所 ライニング、石綿
製品及び絶縁物

21211 12 二村化学(株)ム二村化学工業(株)
岐阜工場(岐車 ド石メン綿ト含板有パルプセ 美;濃加茂市御門町2-2-62 1977-1983 2、5
第一工場)

21214 13 旭トステム外装(株) 可児工場
石綿含有フレキシ

可児市姫ケ岡1-13 1988-1997 O 
ブルボード(加工)
， 

1968?"" 21214 14 東和耐火工業(株) 岐車工場 住宅建材 可児市中恵土21-1 1994 
4 

-53 
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岐車県

コード 連番 企業名(b.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(b.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 現住所とは異なるものがある) 用量*

21214 15 (株)フドーテクノ 樹脂成型品原料 可児市下切3248 19757 -
4 

2005 

21216 16 
日本インシュレ ション(株)

岐阜工場 石綿含有断熱材 瑞穂市野田新田字北沼4064-1 1960-1990 3 
b.(株)大阪パッキング製造所

21404 17 中部精機(株) 市橋工場 ブレーキシュー 揖斐郡池田町市橋広野532-1 1969-2∞5 4 

第卜:t/1957奪

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社・セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場冒事業場(2∞6)

5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1目85年版)
11 )岐車懸総務部統計課:岐阜鯨工場通覧 (1950)
21)岐車商工会議所ー岐阜商工名鑑 (1968、1970、1974、1977、1979、1982、1985、1992、2006)
22)大垣商工会議所:大垣商工会議所商工業者名簿 (2∞5)
41)岐阜県:アスベスト関連資料(2005.8.7現在)



静岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出呉 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

22101 桜井建材産業(株) 本社工場 石綿パイプ 静岡市御幸町9-5 1950-1962 2 

22102 2 桜井建材産業(株) 宮本町工場 石綿煙突 静岡市宮本町2:-8 1956 11 

22102 3 安倍川製紙(株) 石綿紙、絶縁紙 静岡市葵区柳町16-1 1960-1990 3、4

(波形)石綿スレー

22103 4 
(株)ヱーアンドエーマテリアル

清水工場
ト、石綿パイプ、石

静岡市清水区ム清水市駒越町520 1945-1977 1356 
1、2、9、

O ム浅野スレート(株)、日本セメント(株) 綿セメント板、石綿 11 
セメント

22103 5 ノダ(株) 清水工場 石綿含有外装材 静岡市清水区駒越北町13-1 1975-1984 O 

22131 6 ハマアス(株) 曳馬工場 配管材料 浜松市や区ム浜松市十軒町73 1973-1990 4 

22131 7 (株)エフ・シー・シーム不一化学工業
佐藤工場 クラッチ摩擦材 浜松市中区ム浜松市佐藤町880 1976-1994 4 

(株)

22131 8 (株)エフ・シー・シーム不一化学工業 佐場藤工場分工 クラッチ摩擦材 浜松市中区 A浜松市佐藤町610 1969-1994 4 
(株)

22131 9 川合工業(株) クラッチ摩擦材 浜松市中区ム浜松市船越町15-8 1970-1994 4 

22131 10 (株)天電製作所 ブレーキシュー 浜松市中区 A浜松市よ島3-28-10 1982-1990 4 

22131 11 ヤマハ車体工業(株) クラッチ 尊重松市中区ム浜松市早出町1012 1990-1993 4 

22132 12 中部加工(株) 浜松工場 防振・防音シート 浜松市東区ム浜松市大瀬町2478 1985-1995 4 

22132 13 (有)浜松ガスケット製作所 ジョイントシート 浜松市東区ム浜松市半田町1738 1975-1996 4 

22132 14 大軒産業(株) 石綿セメント基礎 浜松市東区ム浜名郡笠井町笠井 1952 • 製品 450、

22134 15 (有)小楠製作所 ク材ラッチライニング 浜松市南区ム浜松市倉松町101-1 1984-1994 4 

5
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静岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牟

22135 16 新日本ホイール工業(株) 弓i佐工場 ブレーキシュー
浜松市北区

1971-1992 4 
ム浜松市引佐町井伊谷鎌田2370

22135 17 鈴木鉱業所 本社工場
石綿パイプ、石綿 浜松市北区

1957-1962 12 1、2、11
煙突 A引佐郡細江町気賀3(気賀29-4)

22136 18 (株)美浜工業 本社工場 フレーキシュー
浜松市浜北区

1986-1995 4 
ム浜松市東美薗16-1

ヤマハ発動機(株) 浜北工場 クラッチ摩擦材
浜松市浜北区

1987-1990 22136 19 
ム浜松市中条1280

4 

22137 20 遠州精工(株) ブレーキシュー
浜松市天竜区

1987-1994 4 
ム浜松市山東1246-1

ι内

22203 21 沼津石材(株) 石綿石灯ろう 沼津市市場331 1964 

22203 22 (有)東海スレート工業 石綿スレート 沼津市下香貫前の原1493 1962 ' 

22203 23 (株)杉山工業ム杉山工業所(株) 本社工場
石綿パイプ、石綿

沼津市下河原町331:>.下河原町3-2 1950-1968 41 
1、2、9、

煙突 11、21

22207 24 東日本スレート工業(株) 富士工場 i皮型石綿スレート 富士宮市北山6104 1984 

22207 25 第一スレート工業(株) 富士工場 石綿スレート 富士宮市北山字峯6104 1985-1988 E 

22207 26 湖南スレート工業(株) 富士工場 石綿スレート 富士宮市北山字峯6104ム字峯61641976-1988 2 

22207 27 昭和スレート(株) 富士工場 石綿スレート 富士宮市北山字峯6161 1984-1988 2 

ニチハ富士子ック(株)
石綿含有内外装22207 28 A住友林業クレスト(株)、富士不燃建 北山工場 富士宮市北山字峯6161 1975-却 03 O 

材工業(株)、松菱製紙(株) 材

22207 29 (株)フジケン スレート板 富士宮市北山字峯6161 1979-1994 4 

22210 30 ウベボード(株)ム宇都スレート工業 富士工場 石綿スレート他 富士市五貫島ム字浜添704-65 1967-初日4 1、2、3、4 O 

22210 31 フジアス工業(株) 富士工場 波板スレート板 富士市五貫島704-65 1968-2∞1 4 



静岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

ーチハ富士Tツク(株)
富士工場(富士

石綿含有内外装
22210 32 ム住友林業クレスト(株)、富士不燃建 材、パルプセメント 富士市久沢145-1 D.久沢145 1970-2003 1、2、4、5 O 

材工業(株)、松菱製紙(株)
事業所)

板(特殊石綿板)

石綿晶圧管、石綿

22210 33 富士化工(株)
樹脂積層菅(フジ

富士市前田90-1 1956-2000 
1、3、11、

石綿パイプ)、石綿 13 
車E

22210 34 新富士製紙(株)ム東洋製紙(株) 富士工場 アスベストシート 富士市前回14-1 1956-1988 3、31

22210 35 (有)旭化学工業 石綿セメント製品 富士市松岡245-1 1964-1988 3 

22210 。36
ダイニック(株)

富士工場 クッション材 富士市宇東川西町1-2 1966-1970 O A太平製紙(株)、太平加工製紙(株)

22210 37 ノダ(株) 富士川工場 石綿含有内壁材 富士市ム富士川町中之郷648ー1 1972-1990 4 O 

22210 38 東和石綿理化工業(株) 石綿紙
富士市ム庵原郡富士川町(松野町

1962 9 
(村。))

22213 39 (有)竹沢化学工業所 クラッチ板 掛川市中857 1973-1994 4 

22214 40 住友ベークライト(株) 静岡工場 フェノール樹脂 藤枝市高柳2100 1987-1992 4 

ニチアス(株)
シール材、アスベ

22216 41 袋井工場 ストラックス(ケイカ 袋井市高尾1980 1964-1999 1、3 O 
ム日本アスベスト(株)

ル板)

22216 42 . 三和パッキング工業(株) 袋井工場 アスベストラックス 袋井市高尾1980 1970-1980 

22216 43 東絶工業(株) 袋井工場 石綿製パッキン 袋井市高尾1980 1968-1995 1、3

22221 44 アスモ(株) 本社工場 小型モ一安一 湖西市梅田390 1980-1991 4 

クラッチフリクション22224 45 樽松プラスチック工業所
ディスク

菊川市嶺田1055 1981-1991 4 

η
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静岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

篠認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

電解用隔膜アスベ
22342 46 特殊製紙(株) 三島工場 スト板、アスベスト 駿東郡長泉町本宿501 1949 .... <1955 32 

不燃壁紙原紙

22402 47 (株)スルガ 大井川工場 石綿セメント製品 志太郡大井川町高新国300 1984-1987 3 
」ー

*トン'/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編.全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、197目、 1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、19旬、 1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぼく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
11)静岡県工場名鑑(1956、1961)
21)沼津市商工名鑑(1960)
31)新富士製紙百年史(-1990)
32)特殊製紙五十年史(1976)



愛知県

コード連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造右綿製聞ロ 住所(ム旧住所) (操業時住所等で、確認操業期間石綿使 出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

231021 1 1 (株)エーアンドエーマテリアル 名古屋工場(名 石綿パイプ、 名古屋市東区大幸町361 1~~~~::--;~47 1 1 1.31 1 0 
A朝日スレート(株) 古屋第二工場) 石綿セメント円筒 (1952? ) 

石綿パイプ、石綿
セメント円筒、石綿

231021 2 I(資)朝日パイプ工業所 本社工場 コンクリート製品、名古屋市東区大幸町10-45 11952-1969 I 11411 ，~~ 9、
ム(資)朝日煙突工業所

石綿煙突用コンク
21 

リート

231031 3 I(株)キョウェイファースト ブグレーキライニン 名古屋市北区落合町311961-20051 4 

231041 4 I(株)エーアンド工ーマテリアル 名古屋工場 紡績品 名士臣官酉反面薮下町 1946-1947 1 1 6.31 
ム朝日石綿工業(株) H品目1'~9円 、

231041 5 I(株)ミヤデラム宮寺石綿理化工業(株)名古屋工場 石綿製品 名古屋市西区南堀越2-2ー19 11952-1981 1 1 3、7
←， F ‘̂"、 d 

231041 6 第一興業(株) 石綿製品(加工) 名古屋市西区山田町大野木宮ノ脇 1964-1968 1 21 
116-3 

231041 7 江南興業(株) 石綿 名古屋市西区歌里町2lJ1965-19811 ( 1 21 

231041 8 本州農産業(株) 名古屋市西区東岸町242 1966-1989 1 21 

住友大阪セメント(株)ムスミセスレート
231051 9 建材側、住友セメント(株)、磐城セメントエ名古業屋所スレート 却期スレート 名古屋市中村事野田町字又部8 11950-1980 1 6251 1，2、211 0 

(株)、大同石綿興業(株)

231051 10 日本企工(株) 石管綿セメント高圧 名古屋市中村区，蘇鉄町8 11958 21 

231061 11 ゴムノイナキ(株) 石綿製品 名古屋市中区春日町23 11956 21 

231061 12 第一石綿ゴム(株) 石綿合成樹脂 名古屋市中区千代国24-5 11958-1981 1 21 

231071 13 日本石綿護諜(株) 石綿製品(加工) 名古屋市昭和区天池町会8 ¥'931-1985 I 21 
ム御器所3-10-27

231091 14 I(資)柳生直庖 石綿製品(加工)名肯摩市熱鼠区沢上町1-1 11956-1962 1 21 

B
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愛知県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

23109 15 (有)共和部品工業所
ブレーキライニン

名古屋市熱田区八番2-13-24 1958-2003 4 
グ

23109 16 
東洋プライウッド(株)

名古屋工場 石綿含有接着剤 名古屋市熱田区六野1-3-18 1981-1991 4 O A松栄化学工業(株)

23111 17 東亜合成(株) 名古屋工場
建築用塗膜防水

名古屋市港区昭和町17-23 1972-2005 4 
材製品の添加材

23111 18 (有)東海加工所 スレートの穿孔 名古屋市港区七番町4-11 1962-1997 4 

23111 19 
二チハ(株)

名古屋工場 石綿含有外装材 名古屋市港区汐止町12 1974-1981 4 O A日本ハーI';f<-I'工業(株)

23112 20 日本化学建材工業(株) 石綿パイプ 名古屋市南区笠寺町小曲輸39 1960-1962 2 

23112 21 (有)中谷商底
石綿ジョイントシー 名古屋市南区忠次1-5ム忠道町2-

1946-2005 
1，'3、4、

ト、石綿パッキング 35、東又兵衛町2-35、笠寺町2ノ割11 21 

23112 22 日清紡績(株)
名古屋工場 ブレーキライニン

名古屋市南区豊田5-14-25 1968-2004 4 (豊田工場) グ

(株)エーアンドエーマテリアル
右綿スレート、石

23112 23 ム浅野スレート(株)、日本セメント名古 名古屋工場 綿パイプ、石綿コ 名古屋市南区加福3-2
1930-却 04 1444 

1、2、虫、
O 

屋スレート工場(株)
ンクリート製品、石 A笠寺町加福3-2、加福1-2-1 21 
綿セメント製品

23112 24 (有)新晃製作所 ジョイントシート 名古屋市南区駈上1-8 1966-却 06 4 

23.113 25 松田化学工業(株) スレート 名古屋市守山区守山馬場94 1981-1994 4 

23116 海 26 日本パッキング(株) 平針工場 ジョイントシート 名古屋市天白区平針1-1003 初日1-2006 4 

23201 27 白石煙突(有) 石綿煙突
豊橋市花田町字守下45-3

1950-1952 1、22
ム花田町絹回84

23201 28 (有)大津屋建材庖 本社工場 石綿パイプ
豊橋市大橋通3-131 .6.花田町絹田

1952-1969 62 2、9、22
84、花園町字守下45-1

23201 29 日本石綿(有) 石綿煙突 豊橋市花田町字守下45-2 1950 2 

23201 30 (有)岩田合成化学 石綿製品 豊橋市東田町西脇26 1962 



愛知県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

23201 31 吉野石膏(株) 三河工場 石膏積層板 豊橋市明海町4-35 1979-1986 6 O 

23202 32 日清紡績(株) 美合工場 摩擦材 岡崎市美合町字入込45 1959-1968 O 

23202 33 
日東スレート工業(株)ム日東スレート

本社工場
石綿パイプ、石綿 岡崎市若松町東荒子6 ム若松町字

1950-1969 47 1、2、9
工業所(株)、日東スレート(株) セメント管 西荒子1

23204 34 十一屋製陶所(資) 石綿煙突 瀬戸市西印所町3 1950 1、2

23209 35 (株)斎藤鉄ヱ所 石綿製品 碧南市辻44 1970 

23211 36 蔓生ブレーキ工業(株) 本社工場
ブレーキフイニン

豊田市和会町道上10 1968-2001 4 
グ

23211 37 アイシン化工(株)
ブレーキパッド、ク

豊田市藤岡飯野町大川ケ原1141-1 1981-20∞ 4 
ラッチフェーシンク

側日本パイプ工業所 A日本パイプエ
煙石ロッ突綿クパ、イプ、石綿

安ム安城城市町末寺広田39、安城町花ノ;木1623212 38 業所、日本パイプ工場、安城スレートエ 本社工場 建築用ブ 1950-1963 55 1、2、9
業所

23212 39 昭建スレート(株) 波形石綿スレート 安城町安城花ノ木23 1950-1952 1 

23216 40 INAX(株) 貫道工場 石綿含有外装材 常j骨市宇古道44 1986-1989 O 

23216 41 INAX(株) 久米工場 奇綿含有*外装材 常滑市久米字鎗場97-11 1986-2001 li岩宮白有石蛇綿紋 O 

23219 42 大家名古屋(株).6.大総(株) 小牧スレートエ ン石ト綿板含有強化セメ 小牧市大字池の内3300 1970-2003 
1，2，4，6， O 

場 ヰ1

23219 43 東海ゴム工業(株) 小牧製作所 印刷機のロール 小牧市東3-1 1988-初日4 4，41 

23221 44 日本パルカー工業 新城工場 摩シー擦ト材、ジョイント 新城市川田字本宮道150 1968-2003 1、4、6 O 

23221 45 (有)新晃製作所 新城工場 ジョイントシート 新城市川田字本宮道105番地 1988-2005 4 

23221 46 INAX(株) 知多工場
$1イルパネル下地

知多市北浜町25-7 1990.....2003 O 
材等

-61 
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愛知県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

23223 47 
(株)エーアンドエーマ7リアル 愛知工場 石綿スレート他 大府市北崎町遠山1-1 1970-1995 1、3、4 O 
ム朝日石綿工業(株)

23224 48 
東邦アストリー(株)ム東邦石綿(株)、

扶柔工場 石綿製品(加工) 丹波郡扶桑町南山名本郷251 1965-1997 4，41 
東邦石綿商会

23362 49 アイカ工業(株) 甚目寺工場
石綿含有接着剤、 海部郡甚目寺町大字上皇津字深見

1966-初日5 2 O パルプセメント板 24 

23423 50 51イルメント(株).6.日本空イルメント(株)名古屋工場 石綿含有接着剤 海部郡甚目寺町西今宿梶村 1954-1985 O 

ニ愛マテリアル建材(株) 石綿スレート、ケイ
23424 51 ム三菱セメント建材(株)、三菱セメント 名古屋工場 大治町西候字西之川25 1962-2001 

1、2、3、 O 
酸カルシウム板 4、9

右綿工業(株)、豊国スレート(株)

23424 52 
豊和建材(株)(ニ愛マテリアル建材内) 石綿セメント製品、

大治町西篠字西之川25.6.海部郡 1963-2001 3 
ム豊和石綿工業(株)? 石綿スレート

23440 53 日本油脂(株) 愛知事業所 断熱材 知多郡武豊町字北小松61-1 1990-2005 4 

*襲蚕工王量が扉蒋更で吾t;i:ぃ * トン/1957年
出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編.全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974‘1976‘1978、1980、1982、1984、

19旬、 1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、19旬、1962‘1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、20日8)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修.石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿.(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
21)名古屋商工会議所:名古屋商工名鑑 (1955、1958、1959、1960、1961、1965、1968、1971、1973、1977、1981，1985、198目、 1993年版)
22)豊橋商工会議所:豊橋商工名鑑 (1952、1963年版)
31}アスク70年史
41)愛知県.愛知県におけるアスベスト(石綿)問題への対応について



三重県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 現住所とは異なるものがある) 用量牟

24202 ミエスレートムニ重石綿工業(株)、ニ
本社工場 石綿スレート 四回市市生桑町945 1965-却 04 1、2、4、自

重コンクリート閥

石綿含有ロック

24202 2 
クボ9松下電工外装(株)

四日市工場
ウール天井材、石

四日市市馳出町字新開地60 1973-初日3 O ム松下電工(株) 綿含有樹脂成形
材料

配管機器カンパ
石綿含有パッキ

24205 3 目立金属(株) ン、ガスケ、y卜 桑名市大福2 1973-2004 O 二一桑名工場
(加工)

24207 4 キョーリツ(株) 石綿スレート 鈴鹿市南若松1511-7 1978 1 

24207 5 (株)和光
アスベストスレート

鈴鹿市南玉垣町5773-1 1973-2004 4 
板

24207 6 (株)エフ・シー・シー 鈴鹿工場 クラッチ板 鈴鹿市国府町井口50 1987-1993 4 

24208 7 旭トステム外装(株) 名張工場
石綿含有フレキシ

名張市蔵持町芝出1171 1996-2∞1 O ブルボード(加工)

24210 8 セメダイン(株) 三重工場 石綿含有接着剤 亀山市関町会下142-7 1990-1998* O 

24210 9 柳河精機(株) 亀山(三重)工場 ブレーキシュー 亀山市和田町字上城1012 1978-1992 4 

24216 10 クポ?z松下電工外装(株)
伊賀よ野工場

石綿含有屋根材、
伊賀市三国字大東町410-1 1987-初日3 4 O .6.松下電工(株) 外壁材

24216 11 INAX(株) 上野緑工場
事イ)t;.パネル下地

伊賀市西明寺2820 1973-2004 O 
材等

24341 12 一菱マテリアル建材(株).6.ー菱セメン 名古屋工場ニ重
石綿セメント板 三重郡菰野町竹成1498 1976-1982 1、2

ト建材(株) 事業所

24341 13 三重化エ(株)
石綿セメントボー

三重郡菰野町大字竹成字南野 1973-2002 4 
ド、特殊ボード

24344 14 チヨダウ一子(株)ム千代田建材(株) 四日市工場
石綿含有積層板

三重郡川越町高松928 1971-1986本 O 
」一一 等

*トン/1957年
*製造工場かは特定できない

qa 
n
h
u
 



-64 

県重三

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、19郎、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社・セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、198口、 1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省.石綿ぼく露作業に係る労災認定事業場一覧表(20師、 2∞B、2009)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場開事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本右綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集.建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
1ω労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)



滋賀県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量事

25202 
(株)ノザワム野津石綿セメント(株)、野 彦根工場(彦根

石綿スレート 彦根市里根町16 1940-1956 1、2
還石綿奥業(株) スレート工場)

25202 2 共和石綿工業(株) 石綿パイプ 彦根市稲枝町駅前 1968 自

25202 3 肉外産業(株) 彦根営業所
石綿ジョイントシー

彦根市高宮町1454-2 1971-初日6 4、41
ト(加工)

新神戸電気(株)
彦根事業所(エ 右綿含有樹脂積

彦根市JJI瀬馬場町800 1965-1991 01 25202 4 
場) 層板

25202 5 パナソニック電工(株)ム松下電工(株) 彦根工場
各種電気製品(加

彦根市岡町33 1966-2004 O 
エ)

25208 B 利昌工業(株) 滋賀工場 石綿板 栗東市下鈎959-2 1967-1995 4、41

25209 7 コこシ(株) 滋賀工場 石綿含有接着剤 甲(水賀口市工水業口団町地笹)が'.Eil-12 1973-1993 O 

25209 8 積水化学工業(株) 滋賀水口工場 住宅用コ音剤ーキング 甲賀市水口町泉1259 1961-1995 4、41 O 
材、接着

オリベスト(株〉 野洲市三上211025210 9 
ムオリエン空ルアスベスト(株) 石綿紙

A野洲郡野洲町豆半1080
1973-1991 1、5、41

25210 10 アキレス(株) 滋賀第一工場
石綿含有ピ二Jk床

野洲市妙光寺95 1973-1986 5 O 
材

25211 11 
クボ:$l松下電工外装(株)ム(株)クボ吾、

滋賀工場 屋根材 湖高南松市町高2松町2-1 A甲賀郡甲西町 1972-20Q1 1、2、3、4 O 
久保田鉄工(株)

25211 12 利昌工業(株) 甲賀工場 石綿製品 湖南市ム甲賀郡甲西町高松町2-41988 

25211 13 日光化成(株) 滋賀工場 石綿含有不燃材 湖南市石部口4町-大2.-字1右 1965-2005 
1、2、3、

ム甲賀郡石部 部135 4、5、41

石綿含有住男建
.， 

25211 14 湖南ハイテツク(株) 湖南市岩狼1622-8 1987-2005 4、41
材

25213 15 
(株)エーアンドエーマTリアJレ

滋賀工場
石綿スレート、 東近江市池之尻町2-3ム愛知郡愛 1970-2003 1、4

A朝日石綿工業(株) 石綿セメント塗装 東町池之尻町2-3

5
 

内

hu



内

hu
nnu 

滋賀県

製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、 石綿使

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名
現住所とは異なるものがある)

確認操業期間
用量キ

出典 HP 

25213 16 (有)シンエイ産業 石綿〆スレート板
東近江市 A愛知郡愛東町池之尻町

1988 
2-3 

25214 17 日本ガスケット(株) 滋賀工場 ガスケット 米原市大野木1952-1 1983-2∞4 4 

25214 18 住友大阪セメント(株) 伊吹工場
ベルダ【中空押出

米原市春照200 1990-2000 4 O 成形板)

25214 19 パナソニック電工(株)ム松下電工(株) 米原工場 浴室壁面材(加工)米原市中多良605 1985-1992 O 

25441 20 アキレス(株) 滋賀第二工場
石綿含有断熱材

犬上郡豊郷町安食西1 1970-初日4 5 O (加工)

25441 21 ローヤル産業(株) 滋賀工場
石綿ジョイントシ

犬上郡豊郷町高野瀬223 2004-2006 4 ト加工品

ダイニック(株)
石綿含有不燃壁

25443 22 
A日本クロス工業(株)

滋賀工場 紙、石綿含有ピニ 犬上郡多賀町大字多賀270 1978-1991 O 
ル壁紙

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社・セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省・石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
自)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)
41)滋賀県琵琶湖環境部環境管理課:アスベスト(石綿)製品を製造・加工している(していた)ヱ場に関する資料提供について(平成17年7月7日)



京都府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品 住所(ム旧住所) (主操る業もの時が住あ所る等)で、 確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異な る 用量*

26106 共和石綿ヱ業(株) 本社工場 石綿パイプ 京都市下京区5条通堀川東入 1949-1967 114 2、9

26107 2 光進工業(株) 石綿板
京都市南区吉祥院中河原町内河原

1964 
15 

26107 3 関西スレート(株) 京都工場 石綿スレート 京都市南区吉祥院大河原町30 1976-1978 2 

26108 4 ダイニック(株).6.日本クロス工業(株) 京都工場
石綿含有不燃壁

京都市右京区西京極大門町26 1970-1978 O 紙

26201 日 (株)東洋エ告ニット 長田野工場 波形石綿スレート 福知山市長田野町2-20-1 1980-1982 1、2

26206 7 (株)ヰョーテック
インテリア事業 内装用不燃化粧

亀岡市曽我部町犬飼馬ノ上1 1973-1999 4 
部 板

26211 8 (株)よしみね 京都工場
石綿含有製品(ボ

京田辺市宮津大木1 1963-2005 41 
イラ一部品X加工J

26322 9 日進ケムコ(株) シーリング剤 久世郡久御山町市田新珠城123 1986-2003 4 

26407 10 (株)豊運 京都工場
セメント系屋根材

船井郡京丹波町質美広野ニノ切31 1991-2004 4 
料

キトン/1957年
出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956‘1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976，1978、1980，1982、1984、

1988、1992年版)日朝l工業新聞社
2)セメント新聞社.セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2∞1年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害Iこ係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿{1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
41)京都府企画環境部環境管理室京都府アスベスト大気濃度調査結果について(平成18年5月9日)
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大阪府

住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、 石綿使
コード 連番 企業名(ふ旧名称) 工 場 名 製造石綿製品

現住所とは異なるものがある)
確認操業期間

用量本
出典 HP 

27102 日本パッキング(株) 石綿製品 大阪市都島区東野田4-18 1965-1970 11、12

27102 2 (株)都島パッキング工業商会
石綿ジョイントシー

大阪市都島区東野田5-41 1965 11 
ト

27103 3 太陽セメント工業(株) 本社工場 石綿高圧管 大阪市福島区今関町2-51 1958-1961 2、g

27104 4 角谷電気工業(株) 石綿(耐熱)製品 大阪市此花区四貫島旭町1-1 1954-1958 1、11

27104 5 ヒキ事製作所
石綿ホウ酸チュー

大阪市此花区伝法6-2-30 1979 7 フ

27104 6 住友電気工業(株) 大阪製作所
石綿編組線

大阪市此花区島屋1-1-3 1967-2000 5 O 
(電線被覆材)

27107 7 港パッキング製造所 石綿パッキング 大阪市港区高尾町3-36 1965 11 

27108 8 
嘉島パッキング(株)

石綿パッキング
大阪市大正区北村2~7-2

1955-2002 3、11、12
ム嘉島ゴム工業所 A泉尾北村町2-50

27108 9 大和石綿工業(株) 石綿スレート 大阪市大正区泉尾町2-117 1950 

27108 10 新井石綿 石綿紡織品 大阪市大正区三軒家浜通 事業場廃止 3 

27109 11 日本コンクリート興業(株) 石綿隔膜 大阪市天王寺区石ケ辻町50 1979 12 

27111 12 (株)美越工業所
石綿保温材、石綿

大阪市浪速区小田町1101 1949-1968 9、11
灰

27111 13 東洋アスベスト胸 石綿パッキング 大阪市浪速区立案町1315 1961-1968 11 

27111 14 双葉パッキング工業(株) 石綿パッキング 大阪市浪速区船出町1-41 1968 11 

住友大阪セメント(株) 大阪スレートエ 1、2、9、
27113 15 ム住友セメント(株)、磐城セメント(株)、 業所 石綿スレート 大阪市西淀川区干船東2-23 1950-1971 888 

11、12
O 

日本スレート(株)、 (大阪東工場)

27113 16 日本スレート(株) 大阪西工場 波形石綿スレート 大阪市西淀川区佃町会154 1950-1952 



大阪府

住所(ム旧住所) (操業時住所等で、 石綿使
コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工 場 名 製造石綿製品

現住所とは異なるものがある)
確認操業期間

用量本 出 典 HP 

住友大阪セメント(株)ム磐城セメント 佃スレート工業
27113 17 

(株) 所
石綿スレート 大阪市西淀川区佃2-154 1953~1960? O 

27113 18 (株)クボ事 新淀川工場 石綿製品 大阪市西淀川区西島2-1-6 1985~1986 21 O 

27113 19 (株)金剛商会 石綿煙突 大阪市西淀川区野里町1132 1952 

27113 20 (有)平本工業所
久保田石綿パイプ

大阪市西淀川区竹島5-11 1961~1965 1、11
の継手加工

27113 21 第二昭八鉄工所 石綿接手 大阪市西淀川区姫島町1843 1959 11 

27113 22 日本化成工業(株) 石綿パッキング 大阪市西淀川区姫島町2-22 1947~1968 1、9、11

27113 23 望ガスケット(株) 石綿パッキング 大阪市西淀川区花川北之町16 1959~1980 5，11 

27113 24 豊ガスケット(株) パッキン 大阪市西淀川区柏里2-10-32 1946~2005 4 

27113 I 25 ス合一パッキング工業(株) 本社工場 バッキング 大阪市西淀川区御幣島中5-13 1959 7 

27114 26 安積漉紙(株) 石綿漉紙 大阪市東淀川区小松商通4-37 1961~1962 11 

27114 27 三国石綿製造(株) 石綿セメント製品 ~阪市東淀川区南宮原町79 事業場廃止 3 
，~ 

27114 28 
毛利フィル空ー(株)

漉理用石綿 大ム国阪市次東町8淀64川区淡路本町1-279 1959~1976 7、11、12
A毛利漉過綿工業所、毛利商后

27114 29 
大阪石綿工業(株)

ー 綿メ石ン綿パトスイ基プレ礎ー、製石ト品綿、Y石セ 大阪市東淀川区中津浜通り3-1 1923~1952 
A金剛スレート

27114 30 日光石綿工業(株) 石綿製品 大阪市東淀川区西中島2-48 1961~1962 1、11
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大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量牟

東絶工業(株)
石綿ジョイントシー

大阪市東淀川区三国本町2-13-26 1、7、9、
27114 31 ト、石綿製品、石綿 1954-1982 

ム東洋絶縁工業(株)
パッキング

A三国本町1-123、292 11、12

松浦工業所
石綿フレーキライ

大阪市東淀川区田川通町4-1427114 32 
ニング

1959-1962 11 

27115 33 津田石綿工業(株) 石綿パッキング 大阪市東成区大今里北ノ田T1-579 1954 1 

27115 34 大和産業(株) 右綿ゴム 大阪市東成区東小橋1-1-9 1959-1990 3、12
、

27115 35 富士パッキング製作所 石綿パッキング 大阪市東成区片河町3-60 1968-1970 11、12

27116 36 小野六石綿工業(株) 生野工場 石綿パッキング 大阪市生野区林寺町2-4 1961-1968 1、11

27116 37 松本石綿(株) 石綿パッキング 大阪市生野区生野間島町2-31 1961-1962 11 

27117 38 
ウベボード(株)

大阪工場 石綿スレート他 大阪市旭区大宮町1-103 1950-1967 829 
1、2、9、

O 
ム宇部スレート工業(株) 11 

日光スレート工業所 大阪工場 波形石綿スレート 大阪市旭区大宮町1-7027117 39 1950-1952 

本社ヱ場ム放
石綿(小波形)ス

大阪市城東区放出西1-2-43ム放 1、2、3、
27118 40 東洋スレート(株)

出工場
レート(波形)、石綿

出回T620
1950-1982 837 

9、12
板

27118 41 中央アスベスト工業所 石綿パッキング 大阪市城東区茨田諸口町71 1961-1965 11 

27118 42 コ二シ(株) 大阪工場 石綿含有接着剤 大阪市城東区古市南通5-21 1957-1968 O 

石綿パッキング、
27120 43 (株)大阪特殊パッキング製作所 ブレーキライニン 大阪市住吉区西住之江町5-9 1960-1964 1、11

グ

27120 44 光洋石綿(株)
石綿布、石綿布

大阪市住吉区北加賀屋町1-6 1959 11 
パッキング



大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27120 45 巴石綿ゴム工業所 石綿パッキング 大阪市住吉区北加賀屋町5-7 1961-1968 11 

27121 ヰ6 紙谷石綿産業(株) 石綿パッキング 大阪市東住吉区桑津町50 1952 

27121 47 
東和石綿(株)， 石綿ブレーキライ

大阪市東住吉区桑津町8-47 1959-1962 1、11
ム東和石綿工業(有)、東亜石綿工業所 ニング

27121 48 テイアスム帝国アスベスト(株)
ブレーキライニン

大阪市東住吉区桑津町会145 1954-1966 
1、3、8、

グ 9、11

27121 49 朝日通商(株) パッキン 大阪市東住吉区今林4ー11-9 1975-2005 4 

万年スレート(株)
石綿スレート、石 大阪市西成区千本通商2-14-10 1、2、3、

27122 50 
A寓年スレート(株) 本社工場 綿バイプ、石綿円 ム干本町7-11、千本通7-11、千本通 1929-1994 766 4、9、11、

筒 7-10 12 

関西パッキング製作所(株)
石綿保温材、石綿 1、3、9、

27122 51 
L1(株)大阪パッキング製造所

布、保温機一式、 大阪市西成区千本通り7-4 1949-1970 
11、12

石綿製品その他

27122 52 ツバメ石綿ゴム工業所 石綿パッキング 大阪市西成区汐路通4-11 1961-1970 11、12

石綿パッキング、
大阪市西成区津守1-10-36 1、8、9、

27122 53 太陽石綿護誤(株) ゴム加工石綿、石
ム津守513、津守東4-230

1950-1982 
11、12

綿製品

27122 54 (株)美越工業所 第二工場
石綿製品、珪藻土

大阪市西成区;章守町西3-8 1959 7 
保温材

27123 55 大同塗料(株) 石綿含有塗料 大阪市淀川区三津屋北2-14-18 1955-1964 3 

27124 56 スヲーライト工業(株) 徳庵工場 パッキン 大阪市鶴見区徳庭1-1-71 1991-2001 4 

27125 57 七宝メ空ル工業(株)
ブレーキライニン

大阪市住之江区南港南1-1-198 事業場廃止 3 
グー
石綿含有壁画材

大阪市住之江区平林南2-10-60ム
27125 58 永大産業(株) 本社工場 等、パルプセメント 1971-2000? 2 O 

板
平林南之冒T33
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大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

(株)エーアンドエーマTリアル 大阪市平野区加美南2-5-40
27126 59 ム朝日石綿工業(株)、朝日石綿紡織 大阪工場 石綿スレート板 ム東住吉区加美松山町2-34、中河 1938-1977 1762 

1、2、3、
O 

(株) 内郡加美村松山町2-31 8、11、12

石綿防火服、石綿

27126 60 林田保温工業(株)
前掛、石綿頭巾、 大阪市平野区

1965 B 
石綿手袋、石綿布 A東住吉区加美橘町13
団(加工)

27126 61 第一工業(株)ム第一石綿工業(株) 第一工場 ジョイントシート
大阪市平野区加美東4-4-23.6.4-5 

1940-1979 
1、3、7、

-56、東住吉区美絹木町4-112 9、12

27126 62 第一工業(株)ム第一石綿工業(株)
第一工場(本社 クラッチフェージン 大阪市平野区加美東4-3-2

1990-2002 4、8、11
工場) グ ム東住吉区細田町4-124

27126 63 大栄石綿 石綿原料(加工)
大阪市平野区

1965-1974 11、12
A東住吉区瓜破東之町2002

27126 64 天正パッキング(株)
石綿ブレーキライ 大阪市平野区

1965-1968 11 
ニング ム東住吉区平野市町33-9

27126 65 (株)八欧商会 パッキン 大阪市平野区背戸口2-3-8 1972-2005 4 

27126 66 東亜化成工業(株) 防音マット 大阪市平野区長吉出戸7-2-55 1979-1998 4 

27127 67 大正アスベスト(株) 石綿糸、石綿製品 大阪市北区ム北区岩井町2-21 1954-1956 

27127 68 大晶スレート(株) 本社工場 石綿スレート 大阪市北区ム大淀区浦江北4-1 1954 2 

石綿製品、フン
大阪市北区ム大淀区大淀町中4-

27127 69 弘進電気工業(株) パ一、石綿成形製 1961-1978 1、11、12
品

17、浦江北3-33

27127 70 弘信電気工業(株) 石綿製品
大阪市北区ム大淀区大淀中4-14-1982 
12 

27127 71 日光化成(株)
大阪工場(本社 石綿含有不燃材、 大阪市北区ム大淀区大淀町北1- 1947-1997キ 2、9 O 
工場) 石綿スレート 10、大淀区大仁西2-1



大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

石綿スレート、石

27127 72 
(株)エーアンドエーマテリアル

大阪工場
綿パイプ、石綿コ

大阪市北区ム大淀区中津浜通3-1 1945-1972 1，762 
1、2、3、

O 
ム浅野スレート(株) ンクリート製品、石 9、11、12

綿煙突

27140 73 (株)堺ニチアス 吹付け用材料 堺市 1975-1980 6 

27144 74 山田石綿工業(株) 鳳工場
石綿ブレーキフイ 堺市西区福泉泉町町字上上43403 1946-1970 

1、9、11、
ニング A泉北郡福 0 12 

27144 75 永大産業(株) 境工場
石綿含有壁面材

堺市西区築港2-12 1971-20007 O 
等

27144 76 日本軽金属(株) 大阪工場
スレートボード

幌市下田町20-1 1996-1998 4 
(加工)

27145 77 クボ告松下電工外装(株) 大浜工場 建材加工 堺市堺区築港南町10 1988-1995 11 O 

27146 78 大和アスベスト
ブレーキライーン 堺市北区北長野1-15 1954 1 
グ

27146 79 保温材製造(株) 石綿保温筒 堺市北区長尾町1-16 1960 

27140 80 
クシロブレ キ(株)、ム久代ブレーキエ

美原工場
ブレーキライーン 堺市美原町小平尾斜4-1 1966-2001 

1、4、7、
業(株) グ製造 12 

27147 81 (株)ヤノベース フレキシブルボー 堺市美原町木材通4-7-13 1993-2000 4 
ド加工

27202 82 明和石綿工業所 石綿紡織品 岸和田市上松町426-6 1970-1983 5 

27202 83 (株)ライズ産業A護団石綿(株) 石布綿、石紡綿織糸品、石綿 岸和田市下松町84 1960-1983 
1、3、5‘
7、12

27202 84 新光石綿工業所 石綿糸 岸和田市下松町479-2 1972-1983 

27202 85 親和石綿工業所 石綿紡織品 岸和田市春木宮川町10-22 1963-1983 5、12

"1.1 

27203 86 双伸ライニング 春木工場 石綿紡織品 岸和田市加守町3-8-10 1969-1994 12 

内
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大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27203 87 飯田パッキン工業(株) 第3工場
ジョイントシ ト、ガ

豊中市豊南町南5-6-4 1978-2∞1 4 
スケット

5 

27203 88 田上製作所 A田上パッキン工業所 ジョイントシート 豊中市豊南町西4-2 1961-1968 1、11

27203 89 平田パッキン工業(株) 本社工場
ジョイントシート、ガ

豊中市原田南1-4-1 1974-2006 4、12
スケット

27203 90 日本パッキング(株) ジョイントシート 豊中市原田中1-4-21 1982-2002 4 

27203 91 三和パッキング工業(株) パッキング 豊中市利倉2-18-5 不明-2∞5 3 

(有)辻建材加工
石綿スレート材

豊中市服部寿町5-46-127203 92 
(加工)

1993-1994 12 

27203 93 国産部品工業(株) ジョイントシート 豊中市走井2-6-5 1974-2000 4 

(株)エ~7ンドエーマテリアル
大阪第一工場

高槻市今城町25-3
1、2、4、27207 94 

ム浅野スレート(株)
石綿スレート ム今城町大字東五百住151-1、東五 1962-初日1

9、12 O 
百住151-1

27207 95 金属機械貿易(株)
J 

高槻工場 鋳物型枠シール材 高槻市柱本ト1-27 1963-加 04 4 

27207 96 サンス事ー技研(株) 接着剤 高槻市明田町7-1 1965-1992 4 

27207 97 大阪建具(株) 高槻工場 住宅用パネル 高槻市三箇牧1-16-1 1975-1992 4 

27208 98 双伸ライニング 石綿製品(加工) 貝塚市加法218 1970-1976 12 

27208 99 双伸ライニング 石綿紡織品 員塚市浦田170.6.神前103 1974-1994 1、5、7、12

27208 100 光石綿工業所ム大成石綿工場 石綿糸 貝塚市畠中276 1959-1968 1、11

石キン綿グ板‘、石綿パッ 1、9、11、27208 101 (株)大阪アスベスト工業所 キ 、石綿基礎 員塚市堀新342 1937-1973 12 
製品



大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典
現住所とは異なるものがある) 用量*

27208 102 三洋石綿工業所 石綿布 員塚市南1361 1959-1970 1、11、12

27208 103 チヨダウーテ(株).6.千代田建材(株) 貝塚工場
石綿含有積層板

員塚市港16-1 1971-1986* O 
等

五陵石綿工業{株) 枚方工場 石綿板、石綿糸・ 枚方市津田駅前1-40-1 1、7、8、
27210 104 

ム(株)五稜石綿紡織所 (津田工場) 布 ム津田町'471
1930-1982 

11、12

27210 105 吉川アスベスト工業(株) 石綿製品 枚方市 1965 8 

27211 106 カナエ石綿工業(株) 茨木工場 石綿布・糸 茨木市大田の肉新田65-1 1954-1976 
1、7、8、
9、11、12

27211 107 日本ピク安一工業(株) 石ト綿ジョイントシー 茨木市宇野辺2~15-39 ム蔵垣内174 1959-1982 
1、7、9、
11、12

27211 108 日本パッキング(株) 茨木工場 茨木市西中条町15-5 1970 12 

27211 109 (株)ミサキ商会 茨木工場
一石綿スレート

茨木市鮎川216 1968 11 
(加工)

27212 110 
クシロブレーキ(株)ム久代ブレーキ工 ニ石ン綿グヌレーキライ 八尾市相生町1-1-14 1970-1999 

1、3、7、
業(株)、久代石綿工業(株J 12 

27212 111 久代石綿工業(株).6.久代石綿工業所
ブレーキライ二ン

八尾市安中135 1954-1968 1、9、11
グ

27212 112 入村製作所 右綿パッキング 八尾市老原1149 1959-1962 1、11

石綿ブレーキライ
、

27212 113 大阪ブレーキライニング工業所
こンタ

八尾市南木ノ本1-3 1961-1962 11 

27212 114 (株)サンクス 4石綿セメント製品 八尾市木ノ;本1-7 1984-1999 3 

27212 115 
ヤオアス(株)ム八尾アスベスト工業 石綿ブレーキライ 八尾市南亀井町2-3-62ム亀井261 1956-1991 1‘7、11
(株)、八尾アスベスト工業所 ニング

27212 116 川路工業(株) 石綿ジョイントシー
八尾市安中町6-4-12，ム安中6-4 1965-1968 3、11

ト

5
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大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量権

27212 117 光工業所 石綿パッキング 八尾市安中510 1959-1962 11 

27212 118 (株)精エキ土
石綿パッキン、ゴ

八尾市安中515 1964-1968 1、11
ムパッキン

ジョイントシート、

27212 119 日本パJレカー工業(株) 八尾工場
石綿パッキング、 八尾市安中町5-5-5

1931-1992 
1、3、4、6、

O その他石綿製品、 ム安中466 9、11、12
石綿隔膜

27212 120 飯田パッキン工業(株) 八尾工場 ガスケット 八尾市安中町6-3-30 初日1-初日5 6 

石綿パッキング、 泉佐野市中安松752
1、3、5、27213 121 南海パッキン工業(株) 佐野工場 石綿糸・布、黒鈴 ム南中安松753、泉南郡南中通村安 1949-1999 

付石綿糸 松753
9、11、12

27213 122 蓑田石綿工業所 石綿糸、石綿布 泉佐野市新町7.14 1958-1985 11 

27213 123 和泉アスベスト(株) 石綿紡織品 泉佐野市旭町638 事業場廃止 3 

27213 124 (株)ヤマイチ A山内石綿工業所
石綿ブレーキライ

泉佐野市長湾858 1991 12 
ニング

五稜石綿(株) 星回工場 寝屋川市寝屋4127215 125 
ム(株)五稜石綿紡織所 A河肉工場

石綿板
ム北河内郡水本寝屋41

1950-1964 1、11

27215 126 (株)エクセディ
クフツチフェ シン

寝屋川市木田元宮1-1-1 1950-1993 4 
グ、摩擦材

27216 127 東洋(株).6.東洋石綿(株)
石綿紡織品、石綿 河内長野市栄町3-31

1950-1994 
1、7、9、

板 ム南河内郡長野町18、長野町長野19 11、12

27217 128 帝化成(株) 松原工場 石綿耐熱板 松原市小川町145 1979 7 

27217 129 大和産業(株) 松原工場 電気絶縁材 松原市別所8-17-19 1984-初日1 4 



大阪府

連番
住所(ムl日住所) (操業時住所等で、 石綿使

コード 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
現住所とは異なるものがある)

確認操業期間
用量事

出 典 HP 

27219 130 穴瀬アスベスト工業所 石綿糸 和泉市伯太町622 1959-1960 1、11

27219 131 渡辺工業(株)ム渡辺石綿工業(株) 石綿紡織品
和泉市池上町1-2-14

1950-1968 
1、8、9、

ム和泉北郡和泉町伯太316 11 

27221 132 国分工業(株)
石綿板、石綿保温

柏原市石川町1-66 1942-1994 
7、9、11、

材 12 

27221 133 三奥建材(株) 建材、プレハブ 柏原市円明町10∞ー41 1990-初日3 4 

27221 134 (株)富士制動機製作所 ブレキライニン
柏原市円明町1000-70 1986-1998 4 

グ

27221 135 山六化成工業(株) 石綿樹脂 柏原市片山町19-10 1968-1993 4 

石綿含有ビニール
27223 136 パナソニック電工(株ヨム松下電工(株) 門真工場 f樹Fイ脂ル成、形フ材ェノ料ール 門真市大字門真1048 1955-1981 O 

27223 137 東洋スレート(株) 門真工場 石綿スレート 門真市大字下馬伏602 1970-1974 2 

27227 138 
(株)富士コーポレーション ジョイント石綿パッ 東大阪市御厨中1-9-27

1976-1994 1、3、12
ム富士パッキング工業(株) キング、石綿糸・布 ム御厨~01

27227 139 日本ガスケット(株) ジョイントシート 東大阪市加納2-1-1 1952-2004 4 

27227 140 大都石綿奥業(株) 横沼工場 石綿パッキング 専大阪市横沼町3-7-22 1968-1985 7、11、12

27227 141 
五稜石綿工業(株)

稲田工場 石右綿綿布製、品右企綿糸、
東込大布阪揺市市稲田1228、稲田1229 1952-1964 

1、3、9、
.6.(株)五稜石綿紡織所 11 

27227 142 永和石綿工業所 A山田石綿工業(株) (石綿)ヌレキライ
東大阪市ム布施市永和1-57 1959-1968 1、11

ニング

27227 143 布施アスベスト工業(株) ブレーキライーン
東大阪市 A布施市高井田中1-29 1959-1976 

1、7、11、

グ 12 
'-

77 
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大阪府

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 現住所とは異なるものがある) 用量本

27227 144 エフビー工業(株) 本社工場
ブレーキライーン

東大阪市高井田中1-29 1975-却 03 4 
グ

27227 145 セツナン化成(株) 樹脂ベレット 東大阪市高井田西5-2-22 1987-1991 4 

27227 146 生駒工業(株) ジョイントシート 東大阪市森河肉酉2-13-2 1982-初日6 4 

27227 147 関西パテ化工(株) J、uヮ-ー 東大阪市日下町会7-36 1976-1995 4 

27227 148 (株)富士制動機製作所
ブレーキライニン

東大阪市岸田堂西2-6-6 1966-1999 4 
グ

27227 149 安田製綿(株) 製綿 東大阪市岸田堂西1-8-1 1956-2∞4 4 

27227 150 アサヒ産業(株) 石綿板、保温材 東大阪市弥生町8-6 1983-1989 4 

27228 151 大元スレート(株).6.大元石綿工業所
石綿解綿(加工)、

泉南市男里595 1961-1972 1、7、11、
石綿糸 12 

27228 152 南候石綿工業所 石綿紡織品 泉南市男里811-2 1960-1991 4、5

27228 153 三和石綿工業所 石綿糸 泉南市男里1063-7 1963-1979 7 

27228 154 阪南工業所 石綿紡織品 泉南市男里1411 事業場廃止 3 

27228 155 富士パッキング(株)ム芙蓉石綿加工 石綿糸、石綿リボ
泉南市男里878-1 1957-初04

、、
所、芙蓉石綿工業(株) ~ 

石綿ヤーン、石綿 泉南市信達町問中63527228 156 伊藤石綿工業所
糸 A泉南郡信達町市場2173

1954-1956 1、3

27228 157 梶本石綿工業所ム梶本石綿紡績工場 石綿紡織品 泉南市信達牧野1331ム旧646 1931-1983 1、3

27228 158 梶本石綿ム梶本新平エ場 石綿糸布 泉南市信遠牧野1337-1 1965 11 



大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(1'>.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27228 159 梶本織物工場 石綿製品(加工) 泉南市信達牧野1335 1965 11 

27228 160 梶本ライニング
ブレーキライニン

泉南市信達牧野683-5 1970-1980 3、12
グ(加工)

.， 

27228 161 松山石綿工業(株)ム松山紡織所 石綿紡織品 泉南市信達牧野408 1931-1983 1、11、12

各品種、石石綿綿糸紡織製
1、3、4、

27228 162 (株)柴屋石綿紡織所 泉南市信達町牧野445 1908-初日4 7、B、9、
11、12

27228 163 日本更正石綿加工(株) 大阪工場 各種石綿製品 泉南市信達町牧野1316 1950 

27228 164 森田石綿工業所
石綿布・糸、石綿

泉南市信達町牧野312-1 1954-1958 1、11
金線糸

27228 165 若林石綿工業所
石綿ブレーキライ

泉南市信逮牧野 1959-1964 1、11
こング

27228 166 
ユオカアスベスト

泉南工場 石綿紡織 泉南市信達牧野 1950-1962 1、11
ム(株)ユオカ石綿工業所

27228 167 北村石綿工業所 石綿耐熱製品 泉南市新達牧野1233 1954 

光洋白線工業所 泉南市信達牧野1533
1、5、7、

27228 168 石綿紡織品 1937-1983 B、9、11、
A光楊石綿(株)、光陽石綿工業所 ム信達牧野515 12 

27228 169 
泉州化学工業(株)ム理成石綿工業

石綿紡織品 泉南市信達牧野1562 1951-1983 
3、5、7、

(株) 12 

27228 170 樫原工業 石綿紡織品 泉南市信達牧野1562-12 1983 5 

ナカ舎二産業(株) ニ石ノ綿布・糸、パッキ 泉南市f言達ぜ野524-1
1、5、7、

27228 171 
ム{中谷石綿工業(株)、仲谷石綿工業所 A信達町牧野4?2

1952-1999 8、9、11、
12 

松山石綿工業(株) 石糸綿、布紡、織石品綿、パ石ヅ綿 泉南市信達野牧128野7408 
1、3、5、

27228 172 
ム松山石綿工業(有) ム信達牧

1917-1983 7、8、9、

キン 11、12

nudw 
ne' 
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大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
宥綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27228 173 光陽(株)ム光陽石綿(株) 石綿紡織品 泉南市信達牧野1515 1961-1999 4、7、12

27228 174 太陽アスベスト工業所 布綿リボン 泉南市信達牧野1534 1965 B 

27228 175 和泉石綿工業所 石綿糸・布 泉南市信達市場2173 1956-1968 1、11

ェ菱マテリアル建材(株) 石綿ブレーキライ 1、2、3、
27228 176 ム三菱セメント建材(株)、三菱セメント 大阪工場 ニング、石綿ス 泉南市新家2900 1919-1978 7、8、9、 O 

石綿工業(株丸三好石綿工業(株) レート? 11、12

27228 177 (有)北浦瓦製作所 石綿紡織品 泉南市新家 事業場廃止 3 

27228 178 日光アスベストエ業所 石綿紡織品 泉南市信達大苗代551の2 1968-1983 5 

27228 179 島袋石綿加工 石綿布 泉南市大苗代764-1 1974-1983 

六尾工場 石糸綿・布紡織品、石綿
1、3、5、

27228 180 (株)旦暮商庖
(信達工場)

泉南市信達六尾650 1952-1991 7、8、9、
12 

27228 181 大丸機工パッキン工業(有) 石綿製品 泉南市信達町
. 

1950 

27228 182 
ホンテス工業(株) 石綿綿パッキング、 来南市樽井1809

1949-1992 
1、3、9、

A藤本石綿工業所、藤本石綿紡績(株) 石糸・布 ム樽井1837-1 11、12

27228 183 金沢石綿工業所 石綿紡織品 泉南市樽井1810 1964-1985 
3、5、7、
11、12

27228 184 東鐘工業所 A金沢石綿工業所 紡織品、パッキン 泉南市樽井1810 1965-2005 6 

27228 185 光石綿エ業所 石綿糸 泉南市樽井2 1976-1982 7、12

27228 186 東邦石綿工業(株) 石綿紡織品 泉南市樽井1373 事業場廃止 3 

27229 187 関西石綿工業所 石綿
四条畷市

1961-1962 11 
ム北河内郡四条畷町岡山奈良国172

L 一一 ー」



大阪府

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27232 188 大Eアスベスト(株) 右綿糸・布 阪南市 A南海町貝掛70 1962-1964 
1、3、9、

11 

27232 189 古家繊維工業所 石綿紡織品
阪南市鳥取1277ム泉南郡南海町烏

1951-1983 1、11
取

27232 190 芙蓉石綿工業(株) 石綿糸a布
阪南市新町158-2 ム泉南郡阪南町

1957-初日5
1、4、11、

新町158-2、泉南郡南海町鳥取1027 12 

27232 191 津田産業(株) 石綿紡織品 阪南市石田7121'.18995-1 1970-1985 5、12

27232 192 東亜石綿工業所 石綿紡織品 阪南市石田121ム泉南郡鳥取中121 1967-1985 
3、5、7、

12 

27232 193 南石綿工業(株)ム南右綿工業所(株) 第一工場
石綿糸、石綿布、

阪商市ム阪南町石田575 1959-1982 
1、3、5、

石綿パッキング 7、11、12

27232 194 
西光アスベストヱ業所

石綿紡織品 阪南市尾崎185 1965-1983 3、5
ム三井石綿織布所

27232 195 福島石綿工業所 石綿紡織品 阪南市ム阪南町尾崎280 1983 5 

27232 196 村上石綿工業所 右綿紡織晶 阪南市ム阪南町尾崎427 1968-1983 5 

27232 197 (有)ムラカミ 石綿紡織品 阪南市尾崎416-5 1966-1997 4 

27232 198 柳川石綿工業所 石綿紡織品 阪南市ム阪南町尾崎414 1959-2002 4、5、12

27232 199 ユ~カ石綿ヱ業(株) 阪南市ム阪南町尾崎761 1970-1974 12 

阪南市尾崎町40127232 200 原口石綿工業(株) 石綿製品
A泉南郡南著書町尾崎町415

1958-1968 1、3、11

27232 201 北浦石綿工業所 石綿糸・布、石綿
阪A南阪市南町黒田439、束鳥取町黒田4391954-1973 

1、3、11、
ヤーン 12 
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27232 202 
(株)阿形工業

石綿紡織晶
阪南市 ム阪南町黒田432-3、東鳥

1957-2003 
6、7、11、

ム阿形石綿工業(株)、阿形石綿工業所 取町黒田432-3 12 

近畿(株) 石綿紡織品、石綿 阪南市 ム阪南町黒田306、東鳥取
1、5、7、

27232 203 
ム近畿アスベスト(株) パッキング 町下出520-1、黒田439

1950-1983 8、9、11、
12 

27232 204 西河石綿紡織所 阪商工場 石綿紡織品
阪南市

1960-1968 1、11
A阪南町桑畑321、東鳥取町下出531

27232 205 協和石綿製造所 石綿糸 阪南市 ム東鳥取町下出518 1961-1962 11 

27232 206 山{中石綿工業所 石綿紡織品
阪南市 ム阪南町桑畑321、和泉鳥

1968-1983 5、7、12
取中1433

27232 207 鳥取石綿工業所 石綿糸 阪南市 ム阪南町下出513-1 1968 11 

27232 208 三球石綿工業所 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町下出481-1 1958-1983 5 

27232 209 
米沢石綿工業所

石綿紡織品 阪南市 ム阪南町下出529 1959-1985 1‘3、5、
ム米崎市石綿工業所 7、11、12

27232 210 
(株)エステック

石綿紡織品
阪南市石田647

1956-1996 1、3、5‘
A昭和耐熱(株)、昭和石綿(株) ム阪南町自然回1412 7、12

27232 211 昭和石綿(株) 石綿糸 阪南市 ム阪南町自然回814 1948-1983 
5、7、8、
9、11、12

27232 212 井田石綿工業所 石綿糸 阪南市 ム阪南町自然回1714 1968-1973 11、12

27232 213 日の出アスベスト(株) 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町自然田344 1967-1983 5、12

27232 214 大正石綿工業所 石綿糸 阪商市 ム泉南郡東鳥取町自然回 1964 



大阪府

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27232 215 山東石綿工業所 石綿糸、石綿布 阪南市 ム東鳥取町山中 1961-1971 11、12

27232 216 マル井物産(株) ム丸井物産(株) 石綿紡織品
阪南市 ム阪南町自然回1415、東

1956-1974 
1、3、8、

鳥取町自然回1415 9、11、12

27232 217 草竹産業(株) 石綿紡織品 阪南市自然回369-3 1985-初日5 3 

石糸他綿石、石紡綿綿織パ布ッ晶、キ、そ石ンのグ綿
阪南市自然回1386-1

1、3、4、
27232 218 (株)草竹工業所

ム泉南郡東鳥取村自然回1385
1919-2005 7、9、11、

12 

27232 219 日清工業ム日清石綿工業所 石綿紡織品 阪南市鳥取中469-2 1953-2005 
3、4、7、
11、12

27232 220 松枝産業(株)ム松枝石綿工業所 第二工場 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町鳥取中301 1962-1983 1、5

27232 221 松枝産業(株)t:，.松枝石綿工業所 第一工場 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町鳥取中478 1968-195 
1、3、5、
7、12

27232 222 東洋産業(株)ム三井右綿工業所 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町鳥取中713 1965-1983 5‘7 

27232 223 (株)不ニアスベスト工業所 石綿紡織品 阪南市 A阪南町鳥取中745-1 1972"-1983 5 

27232 224 光和工業(株)ム光和石綿工業所 石綿紡織品 阪南市 ム阪南町鳥取中768 1971-1985 5、7、12

27232 225 (有)阪和アスベスト 石綿紡織品 阪南市 ム~南町山中渓1291-4 1955-1983 7、12

27232 226 
山中進行公工業所

石綿紡織品 阪南市和泉鳥取1433 1969-1991 ヰ、 12
ム山{中石綿工業所

27321 227 斉藤ガスケット工業(株) ガスケット 豊能郡豊能町余野172-8 1950-1993 3 

27362 228 小林石綿工業所 石品綿、ブ糸レ、ー石キ綿ラ製イニ 泉南郡田尻町嘉祥寺637 1942-1964 1、11
ング、石綿板

A図尻村義存寺637
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

27362 229 渡辺工業(株:).6渡辺石綿工業(株) 有綿糸、石綿布 泉南郡田尻町嘉祥寺916 1970 12 

27366 230 岬石綿工業所 石綿紡織品 泉南郡岬町淡輪928-1 1959-1983 5、11、12

*卜ン11957年
本製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、19旬、 1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省・石綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場E事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和田年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本右綿製品工業会.石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
11)大阪府商工部ー大阪府工場名鑑 (1958、1959、1961、1962、1965、1968年版)
12)大阪府:大阪府工場便覧 (1963、1970、1973、1979、1982、1985、1991、1994、1995年版)



兵庫県

コード 連番 企業名(.6.(日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

28101 
(株)ノザワム野i畢石綿セメント(株)、野

神(本戸山工工場場) 石綿スレート
干1(甲現何戸?:市甲南泉灘町)メム』武J凶庫]出郡甲本町山ノ村湘田也中 1913-1968 

1、3、9、
O 

津石綿興業(株) 11 

28101 2 神戸理化学工業(株) 石綿製品 神戸市東灘区魚崎西松原280 1963 1、11

28101 3 日東絶縁(株)ム日東絶縁工業所
石綿製品、石綿絶 神戸市東灘区新在家南町5-9-3

1948-1998 
1、4、11、

縁製品 ム中町5-27、灘区新在家中町5-27 21 

28105 4 (有)扇港保温工業所 石綿耐熱製品 神戸市兵庫区東山町4-19-1 1954 

28105 5 (株)ワカスギム若杉石綿商庖 石綿製品(加工) 神戸市兵庫区東出町3-15-4 1971-1978 11、21

28105 B 石元石材工業所 石綿、石垣工事 神戸市兵庫区持越町6-1 1962 

石綿ゴム、石綿.
28105 7 (名)山川商庖 ジョイントシート 神戸市兵摩区須佐野通1-16 1966-1973 11、21

パッキン(カ日工)

28105 8 (株)大野社 大同工場 パッキン 神戸市兵庫区大同町1-9 1955-不明 6、8、21

28105 9 神商(株)
製鉄用耐熱ロー

神戸市兵庫区下沢通4-5-22 1962-1997 4，41 
ヲ一

28106 10 ユイ言力産業(株) 石綿絶縁物 神戸市長田区川西通1-1 1970-1988 3、21

28106 11 (有)協和石綿工業所 石綿製品(加工) 神戸市長田尽御蔵通7-17 1977-1981 11 

28106 12 〔限)三高工業所 被グ銅(加石工綿)パッキン 神戸市長田区徽線通6-10-5 1971 11 

28107 13 安藤工業(株:).6.安藤石綿工業(株) 石綿ゴジムョ1イントシー 神戸市須磨蔭鷹取町2-1-1
1916-1983 

1、3、8、

ト、 ム加工品 ム鷹取町2-7 9、11、21

28108 14 (有)三高工業所 x 被グ(銀加石工綿)パッキン
神戸市垂水区玉津町吉田阪神鉄工 1973-1981 11 
団地

5
 

0
0
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兵庫県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

28109 15 (株)大野社
有馬工場

パッキン
神戸市北区山田町小部惣六畑山5

1965-初日5
6、日、 21、

(本社工場) 3 41 

28109 16 (株)土田石綿工業所 石綿製品(加工) 神戸市北区 A葺合区布引町4-1 1966 21 

28110 17 鈴木断熱工業(株) 石綿 神戸市生田区元町長80 1963-1967 11 

28110 18 (有)光石綿工業所 保温用石綿 神戸市生田区東川崎町6-2 1964 

石綿ジョイントシー
28111 19 安藤工業(株) ト、石綿ゴム加工 神戸市西区伊川谷町上脇字口ノ池 1986 11 

品

石綿ジョイントシー
28111 20 安藤工業(株) ト、石綿ゴム加工 神戸市西区池上ト13-8 1989-1991 11 

晶

28201 21 渉透工業(株) 姫路工場 石綿製品 姫路市夢前町寺1395 1973-2003 3 

28201 22 三菱電機(株) 姫路製作所 自動車電装品 姫路市千代田町840 1972-1994 I 4、41

石綿スレート、石 尼崎市尾浜町2-8-25b.尾浜町会
1、2、3、

28202 23 関西スレート(株) 本社・工場 綿突パ、イプ、石綿煙 20-16、尾浜字竹原350、尾潰竹原 1935-1979 
石綿セメント管 350、尼崎升原

9、11、22

28202 24 兼松アスベスト工業(株) 石綿の解綿処理 尼崎市尾浜竹原350 1963 11 

28202 25 日米石綿奥業(株) 石綿煙突
尼崎市尾浜町会12-16

1971-1973 11 
ム尾浜町2-12-19

28202 26 (株)カンベハピオ 石綿含有塗料 尼崎市潮江5-4-62 1978-1989 31 

28202 27 (株)クボ9-b.久保田鉄工(株) 長洲分工場 住宅建材加工 尼崎市潮江5-7 1971-1989 O 



兵庫県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 現住所とは異なるものがある) 用量*

28202 28 (株)クボ?!ム久保田鉄工(株) 神崎(分)工場
住宅建材、石綿高 尼崎市浜1寸ー1ム長州深田12、長

1954-1995 
1、2、3、

O 圧管 州深田9-2 9、11、42

28202 29 (株)中川工業所 神崎営業所 石綿高圧管 尼崎市浜1-1-1 1955-1994 3、22

28202 30 石原工作所
石綿製品、石綿パ 尼崎市次屋五反田110

1962-1964 1、3
イプ ム次屋五反田112

石綿スレート、石

28202 31 
縫東スレート(株d 本社工場 綿パイプ、石綿コ

尼崎市三反回514 1939-1968 317 
1、2、9、

ム日米石綿興業(株) (立花工場) ンクリート製品、石 11、22
綿煙突

28202 32 西山石綿 石綿紡織品 尼崎市三反田 事業場廃止 3 

28202 33 阪神ブレーキ工業(株)
ブレーキライニン

尼崎市三反田町3-1-12 1973-1995 41 
グ、ブレーキシュー

28202 34 新山石綿 石綿回収 尼崎市食満3 事業場廃止 3、22、42

28202 35 東E石綿工業所 尼崎市食満3-25-65 1960-1979 3、22

28202 36 (株)大阪絶縁工業所 石綿製絶縁材 尼崎市塚口字花折205 1963 11 

28202 37 昌立工業(株) 塚口工場
電気絶縁用石綿

尼崎市塚口字土手135 1973 22 
板(加工)

28202 38 神東塗料(株) 尼崎工場 石綿含有塗料 尼崎市南塚口町6-10-73 1976"-1990 4，41 

28202 39 利昌工業(株) 尼崎工場 石綿製品 尼崎市上坂部森前733 1921-1968 9、42

28202 40 旭化工板製造(株) 石綿積層板
尼崎市下坂部4-7-21

1973-1991 11、22
ム下坂部久々知前235

87 
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兵庫県

コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

28202 41 近畿建資商事(株) 石綿スレート
尼崎市浜田町会68

1962-1975 11、22
ム武庫川町4-82

28202 42 明治パッキング製作所 石綿製品(加工)
尼崎市大庄西町4ーか16

1963-1991 11、22
ム大庄中通5-28

28202 43 (株)クボ~.6.久保田鉄工(株) 丸島分工場 石綿パイプ 尼崎市平左衛門町14 1972-1986 O 

28203 44 
神戸パッキン(株) .6.(株)神戸パッキン 石綿パッキング

明石市大久保町西島834 1975-2∞6 
4、11、

工業所 (加工) 21、41

=菱マテリアル建材(株)
28204 45 ム三菱セメント建材(株)、三菱セメント 西宮工場 石綿スレート 西宮市今津西浜2-54 1957-1975 1、2、3 O 

石綿工業(株)

28204 46 菱産スレート(株) ム産業スレート(株) 本社・(西宮)工場 石綿スレート
西宮市今津西浜町2-54ム今津西

1937-1970 620 
1、2、自、

浜町14 11、21

28204 47 平工業海運(株) 西宮工業 石綿セメント瓦 西宮市津門川町72 1950 

28204 48 日エ化学(株)
ブレーキライーン

西宮市津門大箇町1-9 事業場廃止 3 
グ

ブレーキライーン
28204 49 ニ菜工業(株) グ、ブレーキシュー 西宮市津門稲荷町13-10 1960-2005 4，41. 

他

28204 50 恒和化学工業(株) 大阪工場 石綿含有建材 西宮市西宮浜1-29-6 1967-199φド O 

28207 51 東リ(株)ム東洋リノリウム(株) 伊丹工場
石綿含有ビニール

伊丹市東有岡5-125 1960-2001 4，41 O 
告イJレ

ASブレーキシステムズ(株).6.住友電
ブレーキライニン28207 52 エブレーキシステムズ(株)、住友電気 伊丹製作所
グ

伊丹市昆揚北1-1-1 1967-2000 4，41 O 
工業(株)

28209 53 本橋工業所 石綿煙突 豊岡市永楽145 1957 11 



兵庫県

コード 連番 企業名(.6.18名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

28209 54 
山陽石綿パイプ工業所

石綿煙突
豊岡市

1950.....1952 
A山陰石綿パイプ工業所 ム城崎郡豊岡町蕎通80

28209 55 山陰窯業(株) 豊岡工場 石綿耐熱製品
豊岡市生田通161

1952-1954 
A城崎郡豊岡町生田通161

石綿パイプ、石綿
加古川市野口町北野字向新田790-1

1、2、3、
28210 56 ダイスレ工業(株)ム関西スレート(株) 加古川工場 ム野口町北野790(加古川工業団地)1973-初日O O 

スレート
水足工業団地第9区画

4、11

28210 57 多木建材(株) 加古川工場 石膏積層板 加古川市別府町緑町2 1982-1986 6 

28213 58 愛后石綿工業(株) 日野工場 不明 西脇市 A多可郡日野村西国400 1947 1 

28214 59 甲南精エ(株) 石綿紡織品 宝塚市栄町1-76-1 不明-2∞5 3 

28215 60 ユ者カ産業(株)
石綿セメント板

三木市別所町小林字宿谷北689-7 1973-1986 11 
(加工)

28216 61 東洋アスベスト側 奇綿製品 高砂市米田町米図1098-1 1963-1967 11 

28216 62 岸本産業(株) パッキン 高砂市米田町塩市21 1973-20∞ 4，41 

28216 63 (株)ノザワ 高砂工場 石綿スレート 高ム保砂伊崎市保1軒高町釜須伊屋保12-崎11920 190-24、伊保町伊 1968-2004 1、2、3、4 O 
軒

28216 64 旭硝子(株) 高砂工場 不定形耐火物 高砂市 1989-1991 6 

28216 65 菱化吉野石膏(株) 高砂工場 石膏積層板 高砂市 1970-1986 6 

28219 66 日本ピラー工業(株) 三国工場 パト等ヅキン、ガみケッ =司市下内神字打場541-1 1967-初日5 3、4、6

28219 67 菱電化成(株) ジョイントシート等 =母.市三輪主:"6-1 1972-1997 41 

:-89ー
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兵庫県

コード 連番 企業名(ムi日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

28219 68 宮本パッキング製造所 パッキン 三田市下相野661 1967-2005 41 

28221 69 神戸理化学工業(株) 篠山工場
鋳型用石綿含有

篠山市泉工業団地 A多紀郡篠山町 1982-1991 4，41 
接着剤

28223 70 ガンツ化成(株)企ガンツ塗料(株) 丹波工場 石綿含有接着剤 丹波市柏原町下小倉960 1963-釦 03 O 

28382 71 (株)ノザワ 播州工場 石綿スレート 加古郡播磨町古宮102 1965-初04
1、2、4、

O 
9、11

28442 72 
ニ愛マテリアル建材(株)ムニ愛セメン

市川工場
押し出し形成セメ 神崎郡市川町神崎769ム神崎字高

1974-却 04
1、2、4、

O ト建材(株) ント板 町 11 

28442 73 (有)天谷建材工業
石綿セメント製品

神崎郡市川町神崎2385 1984 1 切断加工

28460 74 高圧ガス工業 播磨工場
高圧ガス容器充填

揖保郡揖保川町半田字前回610 1967-初日5 4 
材(マス)

28481 75 光菱電気(株)
自動車等のモール

赤穂郡上郡町船坂640 1974-1999 4，41 
ド整流子

*トン/1957年
*製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964.、1966、1968、197口、1974‘1976、1978、1980、1982年版)、日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1954、1957、1958、1962、1969、19旬、1993)
3)厚生労働省:石綿ぼく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省.大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2906)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書(1983)
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業冒建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省.r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11 )兵庫県商工部商工課、兵庫県商工会議所連合会.兵庫県工場名鑑(1950、1959、1965、1968、1970、1972、1974・75、1980・81、1982・問、 1984・85、1987・88、1990・91
21)神戸商工会議所.神戸商工名鑑(1956、1967、1971、1975・76、1979・8口、 1989・90、1991・92年版)
22)尼崎商工会議所尼崎商工名鑑 (1948、1974、1987年版)
41)兵庫県健康生活部環境局大気諜・アスベスト製品製造工場に対する立入検査及び聞き取り調査結果(平成17年7月20日)(2007)
42)尼崎市美化環境局環境対策部公害対策課:過去にアスベストを使用していた事業所の調査状況について (2006)



奈良県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

29201 大和産業(株) 奈良工場 石綿セメント製品
奈良市z碓町1720

1959~1990 3、4、23
A富雄三碓山の上

29201 2 三菱マテリアル建材(株) 奈良作業所 石綿板加工 奈良市西九条4-2-5 1969~2001 4 

29205 3 (株)市川工作所
石綿含有セメント

橿原市飯高町47-1 1971~1998 4 
板(加工)

29344 4 (資)美越工業所 石綿製品 生駒郡斑鳩町奥留 1948 21 

29344 5 竜田工業(株).6.東洋絶縁工業(株) 竜田工場
石綿糸・布、保温 生駒郡斑鳩町竜田西2-2

1950~2001 
1、3、B、

材、石綿製品 A竜田1498 9、11、22

29362 6 (株)大和工業所 三宅工場
断熱材・シール材

磯城郡三宅町扉風106の4 1975~2∞2 4 
(加工)

シール材、保温
材、石綿隔膜、石

29425 7 
ニチアス(株)

王寺工場
綿耐熱製品、石綿 北葛城郡王寺町王寺3-2-46

1937~2004 
1‘3、9、 O 

ム日本アスベスト(株) 糸E布、石綿ジョイ A王寺町王寺3333 11、22
J ントシート、珪藻土

及びその製品

29426 B (株)たつみや製作所
石綿含有石膏板

北葛城郡広陵町沢547 1970~2004 3 
(加工)

キトン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
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奈良県

6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)

92 

9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、
窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)

10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)奈良県経済部商工課:奈良県工場名鑑 (1955)
21)奈良懸商工会議所:奈良懸商工名鑑 (1948年度)
22)奈良懸商工会議所:奈良懸商工総覧 (1952、1955年版)
23)奈良商工会議所商工名鑑 (1963、1966、1969、1972、1974、1975、1981、1987、1990、1995、1998年版)



和歌山県

コード 連番 企業名(L:.I日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量'

30205 紀州石綿工業(株)
右綿紡織品、右綿

御坊市塩屋町北塩屋1844 1967-1992 3、4
糸

30208 2 (有)阪和アスベスト 石綿紡織品 紀のJII市貴志川町北34 事業場廃止 3 

30208 3 永和工業 石綿糸
紀の川市 A那賀郡粉河町南志野

1980-1992 4 
555 

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950‘1952、1954、1956、1960、1962、1964‘1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1918、1980、1982、1984、1988、1993、1997、初日1年版)
3)厚生労働省.石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005‘2008)
4)環境省・大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場R事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書r7スベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況語査結果(2005) 司

7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
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鳥取県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

31201 (有)池原建材庖 石綿スレート 鳥取市ム気高郡気高町勝見666-2 1970 

31325 2 若桜電気工業(株) 絶縁材， 八頭郡若桜町糸白見41-5 1975-1991 4 

31390 3 フジ化成工業(株) 断熱材 西伯郡伯奮町大殿1241-1 1975-1991 4 

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会;石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)透商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)



島根県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(.6.18住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

32207 日本石綿(株) 石綿鉱石粉砕 江津市清見町 事業場廃止 3 

32207 2 島根石綿工業 石綿鉱石粉砕 江津市清見町 事業場廃止 3 

32207 3 富士アスベスト(株) 江津工場 石綿鉱石粉砕 江津市清見町/郷田 1964-1966 1、3

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964.、1966、19旬、1970、1972、1974、1976‘1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954‘1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
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岡山県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量移

住友大阪セメント(株)
岡山スレートエ 石綿スレート、煙

33201 Aスミセスレート建材(株)、住友セメント
場 柑ア旬ミ

岡山市長岡4-38 1971-1983 2 O 
(株)

33201 2 岡山積水工業(株) 石綿セメント製品 岡山市古都宿210 1963-1996 3、4

33201 3 日本竹毛防火建材(株) 石綿スレート 岡山市ム御津郡一宮町福谷71 1960 

33201 4 山陽パッキング(株) 石綿製品 岡山市福田36ー1 1970-1971 22 

33201 5 コスモシール(株) フランジ 岡山市大福661-2 不明~初日5 4 

332Q1 6 (株)石原パッキング工業 本社 フランジ 岡山市江並110-11 不明~初日5 4 

33201 7 
西日本ダイケンプロダクツ(株)

岡山工場
石綿含有ロック

岡山市海岸通2-5-8 1964-1987 O ム大建工業(株) ウール系天井材

33202 8 (株)岡山パッキン ジョイントシート 倉敷市水島明神町7-35 1980-2006 4 

33202 9 
(株)エーアンドエーマTリアJレ

水島工場 波形石綿スレート 倉敷市水島海岸通3-1 1961-2001 
1、2、3、

O 
Aアスク(株)、朝日石綿工業(株) 9、11、23

(ム株ア)エスークア(株ン)ドエーマテリアル 玉島(分)工場 石綿セメント板、石
倉敷市玉島乙島亀の首49-7

1、2、3、
O 33202 10 、朝日石綿工業(株)、朝日 ム玉島市Z島8224、浅口郡玉島町坂 1949-1980 428 

スレート(株)
(岡山工場) 綿円筒、石綿煙突

日新地8224
9、11、21

33202 11 水島スレート(株) 石綿セメント板 倉敷市連島町鶴新田2040 1975 11 

33202 12 神商ロール(株) 岡山事業所
ジョイントシート、

倉敷市遠島町鶴新田2174-1 1986-2007 4 
石綿ロール

33202 13 日本ケミカル機器(株) ジョイントシート 倉敷市福田町浦田2467-3 1986---2005 4 

33202 14 日本ケミカル機器(株) ジョイントシート 倉敷市南畝1-5-35 初日5-却 06 4 

33202 15 あきつ産業(株) 倉敷工場 ジョイントシート 倉敷市二日市333番地1 1977-2005 4 



岡山県

コード連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品 住所(ム旧住所) (操業時住所等で、確認操業期間石綿使 出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

332021 16 富士技研 ジョイントシート倉敷市松江3-8-23 11980-2006 1 4 

332041 17 関西工業(株)ム(有)関西石綿コルクエ 石綿板 玉野市宇野2-5-11A宇野798 11960-1982 I I 1、11、
業所、宇野建材工業(株) 21、24

3320418(株)林石綿商会 石ト(加綿工ジョ)イントシー玉野市宝5-8-32 11960-1982 1、11、21

3320419(株)林ケミック パッキン 玉野市玉原3-2-2 11974-2007 1 1、4

332081 20 曙ブレーキ山陽製造(株) 吉備工場 ブグレーキライニン 総社市久代1966-8 11991-2001 1 4 

332081 21 曙ブレーキ山陽製造(株) 本社工場 ブグレーキフイーン 総社市真壁152oA東阿曽742 不明 4 

332081 22 I(有)フオセコ・ジャパン・リミティッド 岡山工場 石綿製品 総社市真壁1522 11965-1983 1 3 

332121 23 スリ一ポンド化成(株) 長船工場 石綿含有接着剤 瀬戸内市長船町服部1252-1 11989-2002 1 4 
EP  回噌'.'-，

33213 24 旭トステム外装(株) 熊山工場 ‘石ブル綿ボ含ー有ドフ(加レキ工シ)赤磐市釣井100-1 11997-2001 1 1 0 

3334625 ム中宇国都石綿スレ工ー業ト(株工)業所 石綿パイプ 和気郡和気町大字尺所72 11960-1964 1，2、11

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964‘19郎、1968、1970‘1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、，1968、1970、1972、1974、1976、W78、1980、1982、1984、1988、1993、1997、初日1年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設φ届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委誌業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報奇書
6) 経済産業省.アスベストによる健康被害に係る状況調査瀕果~(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業安(1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
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岡山県

9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、
窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)

10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究j報告書(1985年版)
11 )岡山県商工部商工課:岡山県工場名鑑 (19951、1952、1963、1976年版)
21)岡山県商工会議所連合会・岡山県商工名鑑(1960，1964年版)
22)岡山商工会議所:岡山商工名鑑 (1951、1960、1964、1968、1972、1982、1990年版)
23)倉敷商工会議所:倉敷商工名銭 (1979、1990、1998年版)
24)玉野商工会議所:玉野商工名鑑 (1974年版)



広島県

コード 連番 企業名(，d.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム!日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

34101 渡辺工業(株) パッキン 広島市中区光南3-9-7 不明-1992 4.42 

34101 2 石誠興業(株) 石綿製品(加工) 広島市中区猫屋町2-9 1967-1993 21 

(株)万年パイプ 石綿煙突、石綿セ
広島市南区大洲町4-3-17

1、2、3、34103 3 本社工場 A大洲町377、大洲6-377、大洲6T 1950-1998 640 
，d.(株)寓年パイプ メント煙管

臣、
4、9

34202 4 広島日本ブレキ工業(株)
本社工場

ブレキライーン
呉市郷原町字ワラヒノ山4010-12 1994-2003 4 O A日本ブレーキ工業(株) グ

34204 5 
中国浅野パイプム(株)エーアンドエーマ

広島工場
波形石綿スレー =原市本郷町船木1510 1971-却 04 O テリアル(株)、浅野スレート(株) ト、石綿パイプ ム豊田郡本郷町大字船木1510

F 

34205 6 日エ(株) ジョイントシート 尾道市東尾道9-1 1975-却 06 4 

34205 7 カストムインダストリー(株) ジョイントシート 尾道市 A因島市霊井町5440 不明-1995 4 

34209 B 泰平電気(株) 三次工場 モ-11ー整流子 三次市東酒屋町306-37 1985-1999 4 

34212 9 (株)ヒロセキ 西条工場 石綿紡織品 東広島市西条町寺家3993 1968-2∞7 3 

34212 10 (株)ヒロ告ニ 志和工場 メルトシール 東広島市志和町志和堀1153-1 1974-1991 4 

34212 11 国産部品工業(株) 広島第2工場 ジョイントシート EtbE島市八本松町飯田森ノ元727 1972-1999 4 

34213 12 中国セメント工業側 廿日市工場 石綿高圧管 佐伯郡廿日市町904 1960-1961 2 

34214 13 アオイ化学工業(株) 広島工場 止水パッキン 安芸高田市向原酎戸島208 1973-初日4 4 

34462 14 (株)北JJI鉄工所 甲山工場 〉簡易プレハブ住宅 世羅郡世羅町JJI尻2435-1 不明-1995 4 

*トン/1957手
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広島県

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968.1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954.、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982，1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省.石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会・昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修・石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿エ業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
1ω労働省「右綿取り扱い事業場等実態調査研究J報告書(1985年版)
21)広島商工会議所:広島商工名鑑 (1993年版)
42)広島市:アスベスト製品製造工場の廃棄時の調査結果



徳島県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
右綿使

出 典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

36201 1 阿波製紙(株) 本社工場 建スベ材ス用ト苓紙燃紙、ア 徳島市南矢三町3-10-18 1969-1995 4、31 O 

36201 2 リブ告ー(株) 石綿紙(切断) 徳島市国府町東黒田宇高岸43
(不明確)-

4 
1991 

36202 3 
ニチマグ(株)

石綿含有不燃板 鳴門市撫養町大桑島北ノ浜5 1964-1978 1、3、22
ム日本特殊マグネシア工業(株)

36203 4 (有)佐野商后 石綿紙(切断) 小松島市金磯町8-90
(不明確)-

4 
1991 

36205 5 日本フネン(株) 石綿セJ!ント板
吉野川市ム麻植郡川島町三ツ島

1978-1982 
179、=ッ島字北新聞179

*トン'/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編.全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、19s6、1960、19J位、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日明j工業新聞社
2)セメント新聞社.セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、197号、 1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぼく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会右綿工業製品、日本石綿製品工業会(1966)
9) 通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(196~;年燐)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
21)徳島県商工会議所連合会:徳島県商工名鑑 (1969年版)
22)鳴門商工会議所:鳴門市商工名鑑 (1967、1970、1978年版)
31)阿波製紙八十年史図2(1996) 
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山口県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

石綿各種パッキン
下関市稼野町3-13-231;.椋野島崎

35201 下関パッキング(株) 椋野工場 グ、ガスケット、 1974~2001 4、11
パッキン(加工)

81-3 

35201 2 (有)勝山製作所
ガスケット、パッキ

下関市横野町1-14-13 1991~却06 4 
ン(加工)

35201 3 チヨダウーテ(株)1;.千代田建材(株) 下関工場
石綿含有積層板

下関市彦島迫町7-1-1 1971 ~1986* O 
等

ウベボード(株)ム宇部スレート工業 石綿スレート、石 宇部市大字小串、西字区沖助の田山沖19海88面-1埋 1、2、3、
35202 4 

(株)、宇都スレート工業所
宇部工場

綿パイプ
ム西区弥生町、 立 1950~鈎04 506 

4、9、11
O 

地、西区島通3丁目

35202 5 
ふじスチレート工業(株)ムフジアス工

石綿粉砕 宇都市大字小車字沖の山1988-1 1994~2004 3 
業(株)宇都営業所

35202 6 日光スレート工業所 石綿セメント瓦 宇部市西区助団沖海面埋立地 1952 

外壁パネル(石綿
35203 7 積水ハウス(株) 山口工場

セメント板の加工)
山口市鋳銭司切∞ 1980~2000 4 

35206 8 三洋興産(株) 防府営業所 石綿煙突 防府市緑町1404 1960 

35215 9 
西村工事ーyトパイプ工業所 石綿パイプ、右綿

周南市ム徳山市戸田2793 1954~1958 7 1、2
ム西村エヲニットパイプ製作所 煙突

35215 10 徳山スレート(株) 本社工場
石綿煙突、石綿ス 周南市ム都濃郡南陽町大字富田町

1950~1982 298 
1、2、9、

レート 1004、徳山市徳山8355 11 

35215 11 トクスレ化建(株) 本社工場
石綿セメント円筒

周南市ム新南陽市新田2-2-3 1982....，1993 4 
(普通管、火口管)

35215 12 (有)中国パッキン製作所
ガスケット、パッキ

周南市二番町3-32 1976~初日B 4 
ン(加工)

太平洋セメント(株;)1;.小野田セメント 小野田事業所
35216 13 石綿セメント材 山陽小野田市大字小野田6276 1947~1949 O 

(株) (小野田工場)

耐火被覆材、耐火
35216 14 小野田化学工業(株)

材
山陽小野田市ム小野田市 1973~1988 6 

35320 15 平田パッキン工業(株) 山口工場
ガスケット、パッキ

玖珂郡玖珂町字瀬田1600-18 1989~伺06 4. 、:/ 



山口県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工 場 名

35344 16 茨木塗料(株) 柳井工場

35344 17 永大産業(株)ム永大木材工業(株)
山口・平生事業
所

出典

製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

自動車防触・吸音
熊毛郡平生町大字曽根1982-1

用塗料

石綿含有壁面材 熊毛郡平生町大字曽根2388

確認操業期間
石綿使

出典用量ホ

1975-1995 4 

1972-1979 

*トン/1957年
*製造工場かは特定できない

HP 

O 

1) 通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、 1949、 1950‘ 1952、 1954、 1956、 1960、 1962、 1964、 1966、 1968~ 1970‘1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
1988、1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964‘1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、198目、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、初日8)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会・昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベズド製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会.石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽手業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・『石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)山口県商工観光課等山口県主要工場名簿 (1968、1969、1970、1972、1974、1976、1979、1981、1983、1985、1987、1989、1992、1995年版)
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香川県

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量事

石綿パイプ、石綿 晶松市香西本町75ト51 6.香西本町 1、2、3、
37201 光スレート(株) 本社工場 スレート、石綿煙 751、香西本町764、香川郡香西本町 1954-初日3 86 4、9、

突 538 11、21

37201 2 四国浅野スレート(株) 本社工場
石綿スレート、石

高松市香西本町17 1961-初日5
1、2、3、

綿板 4、21

37201 3 大和スレート(株)
高松(香西)工場

石綿スレート
高松市香西本町756-9ム天神前1-

1975-1994 2、21ム本社工場 21 

37201 4 日本エタニットパイプ(株)
高松工場 石綿高圧管、石綿

高松市屋島西町2277 1934-1970 
1、3、9、

ム四国工場 セメント高圧管 11、21

37202 5 東洋子ックス(株)
丸亀事業所 石綿含有ロック

丸亀市昭和町22 1983-初日4 4、41(丸亀工場) ウール天井材等

37203 6 (株)東亜応用化工 コーキング材 坂出市室町1-3-32 1962-1993 4、41

37205 7 (有)讃岐スレート 波形石綿スレート 観音寺市枠田町甲604-1 1976-1977 11 

37206 8 有友工業(株) 波形石綿スレート さぬき市 A大川郡長尾町名442-2 1976-1980 1、11

37206 自 谷岡石産 石綿糸
さぬき市ム大川郡長尾町造国是弘

1976-1982 11 
1287 

37208 10 
ニ菱マテリアル建材(株)

三豊作業所 石綿セメント板 三豊市ム三豊郡三野町大見1610 1981-1994 4，11，41 
A西原スレート工業

37208 11 神島化学工業(株)6.福島化学工業(株)詫間工場 保温用、耐火材 三豊市ム三豊郡詫間町香田80 1972-2002 11 O 

*トン'/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、19旬、 1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱ〈露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和田年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省.アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)



香川県

8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)香川県商工課:香川県工場名鑑(1959、1962、1978、1982年版)
21)高松商工会議所:高松商工名鑑 (1956、1962、1964、1966、1968、1975、1980、1994、1995、1998年版)
41)香川県:特定粉じん発生施設(石綿関連製品製造施設)設置工場の状況確認結果
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愛媛県

コード 連番 企業名(L'>.I日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(L'>.I日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥
現住所とは異なるものがある) 用量ホ

38205 1 伊予興業(株) 石綿製品 新居浜市新田町1-6-29 1970-1982 

38213 2 村上工業(株) 石綿製品
四国中央市 A川之江市川之江町

1984 
3125-3 

* ~;;/而訂~

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954.、1956、1960、19位、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978‘1980、1982、1984、

19旬、 1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980‘1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査j報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修.石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会.石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣宮房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)



福岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量本

(株)ヱーアンドエーマテリアル
北九州市門司区国野浦1-17-13 1、2、3、4、

40101 ム(株)アスク、朝日石綿(株)、朝日石綿 門司ヱ場 石綿スレート
ム門司市回之野浦昭和町630

1937-初∞ 982 7、8、9、 O 
工業(株) 11、22

40101 2 園光繊維工業(株) 回里子浦工場 石綿セメント製品 北九州市ム門司市田野浦笠石958 1950 

(株)エーアンドエーマテリアJL-
波形石綿スレー

北九州市門司区葛葉1-14-6 1..2、3、
40101 3 門司工場 ト、石綿パイプ、石 1918-1996 1，583 4、9、11、 O ム浅野スレート(株)

綿コンクリート製品
ム阿司市大字門司231

22、23

40101 4 日本セメント(株) 門司スレートエ
石綿スレート 門司市門司231 1950-1952 

場

北九州市門司区大久保1'-7-29 1、2、3、
40101 5 (株)ノザワム野津石綿セメント(株) 門司工場 波形石綿スレート ム門司市門司大久保2711-1、大久 1938-1994 575 4、9、11、

保2110 22 

40101 6 (株)ヱーアンドエーマテリアル 新門司加工場
アスベスト使用製

北九州市門司区新門司1-5-2 1975-2002 4 
品(加工)

40103 7 若松パッキング(有) 石綿パッキン(加
北九州市若松区本町1-12-1 1982 23 

エ)

40103 8 九州石綿(株) 工石)綿パッ寺ン(加 北九州市若松区大字二島588-15 1982 
11、22、

23 

40103 9 
クボ.?z松下電工外装(株)ム松下電工

北九州工場 石綿含有外装材 ~t，;/L州市若松区響町1-1-2 1996-2001 O (株)
?に

40103 10 幡和工業(株) 営業所(工場)
ブレーキシュー(力日

北九州市若松区南二島2-5-14 1985-2000 4 
ヱ)

40105 11 旭トステム外装(株)LI.厄硝子(株) 北九州工場 石線含有外装材 北九州市戸畑区牧山5-1-1 1981-1989 O 

40105 12 幡平日工業(株) 構内作業所
ブレーキシュー〔力日 北九州市戸畑区大字中原 1990-2000 4 
工) 新日本製鉄側八幡製作所(戸畑構内)

40106 13 (株)陽和 石ン綿・ゴム・パッキ 北九州市小葬北区竪町2-2-3 1982 23 

住友大阪セメント(株)ム住友セメント 小倉工場スレー 石綿スレート、石 1、2、9、40107 14 
(株)、小倉興業(株)、磐城セメント(株) ト謀 綿パイプ

北九州市小倉南区大字市丸1050 1953-1982 191 11、22 O 
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福岡県

コード 連番 企業名(ムl日名称) 工場名 ，製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

40107 15 小倉奥業(株) 石綿スレート 北九州市小倉南区市丸475 1978 1 

40108 16 幡和工業(株) 構内作業所
ブレーキシュー(力日 北九州市八幡東区大字前回

1972以前-1990 4 
工) 新日本製鉄側八幡製作所(八幡構内)

40130 17 (有)福岡吸音板製作所 石綿吸音板 福岡市稲穂町三ノ組 1962 

40130 18 園策スレート(株) 石綿スレート 福岡市鹿原2-2 1950 

40131 19 (株)アサヒ
石綿ジョイントシー

福岡市東区松田1-8-11 1981-2006 4 
卜(加工)

40132 20 浅野パイプ(株)
石綿煙突、石綿ス 福岡市博多区吉塚1-44-14

1956-1996 371 
1、2、4、

O レート、石綿円筒 ム吉塚新町556 9、11、21

常磐スレート工業(株) A常盤石綿エ 石綿スレート、石
福岡市博多区

40132 21 
業(株)

本社工場
綿パイプ

ム吉塚大黒通り2-559、吉塚新町 1950-1958 1、2
556、福岡市大字堅粕559

40132 22 (有)三幸石綿パッキング製作所 板付工場 フランジパッキン
福岡市博多区板付1-9-14

1917-1982 
11、21、

ム上宮町932 22 

40132 23 富士アスベスト 石綿・石綿粉末 福岡市博多区銀天町3-12 1969 21 

40132 24 (株)上杉スプリング商会
ブレーキライニン

福岡市博多区上牟田1-16-5 1977-2002 4 
グ(加工)

40132 25 (有)三幸パッキング製作所
石綿ジョイントシー

福岡市博多区板付1丁目8-5 1953-1994 4 
ト(加工)

40132 26 吉野石膏r(株) 九州工場 石膏積層板 福岡市博多区相生町1-1 1979-1986 6 O 

40132 27 (有)三幸パッキング製作所
石綿ジョイントシー

福岡市博多区山王2丁目12-4 1994-1999 4 
ト(加工)

40134 28 旭特殊パッキング製作所 石綿製品
福岡市南区大楠2-5-30

1968-1978 1、11、22
」ー

ム下大楠町44



福岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) ヱ場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出 奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

40135 29 大和スレート 福岡工場 石綿スレート
福岡市西区横浜1-49-1 A西区検

1969-2005 1、2、4、5
浜ト20-7、績浜大字大正関1966

40205 30 アキレス(株) 九州工場
石綿含有断熱材 飯塚市ム嘉穂郡穂波町大字平恒

1970-2004 5 O (加工) 477-29 

石綿ボード、石綿

31 
麻生ボード工業(株)

八女工場
スレート、石綿板、

八女市上妻区祈祷院531 1958-1983 
1，2、5，9，

ム麻生石綿加工(株) 石綿製品、パルプ 11 
セメント板

40210 32 
中越テック(株) A八州防火板工業(株)

八女工場
石綿板、石綿ス

八女市大字柳島269 1960-1999 
1、2、4、

、八州工業(株) レート ν1 5、9、11

40210 33 常盤石綿工業(株) 八女工場 特レー殊ト石板綿、石綿ス 八云市柳島284 1964-1970 1、9

40210 34 中越アスベスト工業(株)
八女中越アスベ

パルプセメント板 八女市柳島284 1972-1978 2 
スト工場

八女中越アスベ パルプセメント板、
， 

40210 35 中南工業(株)
スト工場 養生シート

八京市柳島284、 -1982 2 

40210 36 西日本産業(株) 持板殊石綿セメント 八女市吉原町1705 1966-1983 1，2、5

40210 37 日本防火ライト工業(株) 九州工場 石綿スレート 八女市川犬泉島1111 1962 9 

三和不燃ボード(株)
J石綿含有パルプセ

40211 38 
ム三和石綿ボード工業(有)

メント板、スラグ，石 筑後市議ロ762-1 ム溝口1418 1961-2001 1、2、5
膏板

40211 39 日進防火板工業(株) イーメ石ン綿ト様板、パルプセ 筑後市溝口1470-1 1968-2000 1，2、5

九州(筑後)エ 特シ板防ト殊Y火摂石F、、綿スル板ラプケ、セ司右王浜綿芦包エヌビーエル(株)
筑ム後久市留溝米市口野149中4町113D2 

1、2、3、
40211 40 

ム日本防火ライト工業(株) 場、久留米工場
1958-2001 

5、9

40211 41 
日本防火フイト工業(株)ム(株)ニチボ

石綿ボード 筑後市溝口149Z 1978-2005 4 
ウ

」一一
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福岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(.d.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 現住所とは異なるものがある) 用量事

40213 42 日東絶縁(株) 行橋工場 電気絶縁板
行橋市南大橋4-12-34.d.大橋一角

1965-2003 1、4
838-1 

40213 43 三和商庖 石綿パッキン 行橋市田町338 1977-1982 11 

40216 44 不二パイプ工業所
石綿製品、石綿煙 小郡市

1962-1970 1、11
突 .d.=井郡小郡町大字寺福重1006

40216 45 東亜石綿ボード(株) 石綿防火板 小郡市 A三井郡小郡町松崎196 1968-1970 

新生不燃ボード(株)
石綿含有パルプセ

40216 46 
ム新生石綿ボード(株)

本社工場 メント板、スラグ石 小郡市上岩田769-1 1970-2003 2、4、5
膏板

40218 47 オ51ライト(株)
フェノール樹脂ベ

春日市桜ケ丘1118 1973-2004 4 
レット

40228 48 福岡石綿ヱ業(株) 肉装ボード 朝倉市ム朝倉郡朝倉町中町2615 1968 1 

ニ星スレート(株)
石綿煙突、波形石

朝倉市
1、2、4、

40228 49 ム(資)三星スレート工業所、金星スレー 本社工場
綿スレート

A朝倉郡朝倉町石成154、大福村石 1950-1977 64 
9、11

ト工業 成154

40228 50 旭トステム外装(株，J.d.トステム福岡(株)甘木工場
右綿含有フレキシ

朝倉市ム甘木市大字平塚261 1997-初日1 4 O ブルボード(加工)

40341 51 九州日アス工事(株) 福岡工場 石綿製品 糟屋郡宇美町3309-9 1972-1982 1 

40341 52 (有)福岡吸音板製作所 石綿製品(加工) 糟屋郡志免町大字国富184 1970 11 

40348 53 恒和化学工業(株) 福岡工場 石綿含有建材 糟屋郡久山町猪野字小柳894-5 1967-1994キ O 

40384 54 日本マーリークスクレ工ス書工業(株)
A 業(株)

九州工場 シール材 遠賀郡遠賀町大字虫生津353-1 1967 ""'却04 5、6、11 O 

40402 55 (有)東豊産業
石綿ボド(加工

鞍手郡鞍手町新延448 1972-1990 4 
のみ)



福岡県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

40621 56 平田パッキング工業(株) 九州工場
石綿ジョイントシー

京都郡苅田町若久田T2-6-10 11 
ト

孟愛マテリアル建材(株)
九州工場(苅国 1、2、4、

40621 57 ム三菱セメント建材(株)、三菱セメント 波形石綿スレート 京都郡苅田町松原町12 1969-2003 O 
都市工業(株)、九州菱産スレート(株ト

工場) 11 
」ー

*トン'/1957年
本製造工場かは特定できない

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976.1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日予j工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、19日目、1982、1984、1988、1993、1997、初日1年版)
3)厚生労働省.石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和田年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)福岡県:福岡県工場名鑑 (1971、1978、1983年版)
21)福岡県商工会議所.福岡商工名鑑 (1969、1972、1974、1977、1981、1984、1987、1990、1993、1997、1999年版)福岡商工会議所
22)福岡県商工会議所連合会:福岡県商工要覧 (1960)
23)北九州商工会議所北九州商工名鑑 (1982-83、1989年版)北九州商工会議所

1
 

1
 

1
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高知県

企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品

1968-1999 土佐スレート工業(協) 日高工場
大波石綿スレ

|高岡郡日高村下分5
ト、石綿板 l 

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、198目、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和田年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修・石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集・建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)



佐賀県

コード 連番 企業名(ム!日名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 現住所とは異なるものがある) 用量本

41201 (有)深川ブレーキ
ブレキライニン

佐賀市兵庫町大字瓦町1088-2 1969-2∞2 4 
グ(加工)

41203 2 (株)日本工事ニットパイプ 鳥栖工場 石綿高圧管
鳥栖市曽根崎町1571

1958-1985 
1、2、3、

A基里町大字酒井酉1571 9、21

41203 3 旭製作所 石綿高圧管(加工)鳥栖市曽根崎町1571 事業場廃止 3 

41203 4 岡本産業 石綿高圧管(加工)鳥栖市松原町1703 1965-1968 3 

41203 5 松尾工研 石綿高圧管(加工)鳥栖市本町1-913 1968-1979 3 

41203 6 コニシ(株) 鳥栖工場 石綿含有接着剤 烏梅市轟木町1787-1 1970-1994 4 O 

41204 7 九州INAX(株) 佐賀工場
~イルパネル下地

多久市東多久町大字別府3462 1973-2004 O 
材等

41205 B 
東洋プライウッド(株)ム松栄科学工業 第一九州工場

石綿含有接着剤 伊万里市山代町久原3961-2 1999-2001 O (株) (九州工場)

41209 9 (株)博鵬陶器 石綿高圧管 嬉野市A藤津郡塩田町大野草丙34 1976 

*トン/1957手
出典

1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、19.66、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
1988、1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、196.6、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省.大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査J顎管書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)ー
7)工業技術院監修:石綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業，建材工場名簿.(1969年版);i商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985斧版)
21)鳥栖商工会議所鳥栖商エ名鑑創立35周年記念ー (1983)、新鳥栖市史(1969)

3
 

1
4
 

1
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長崎県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量事

42201 (有)山田セメント工業所 石綿パイプ 長崎市竹久保町766 1950-1958 2 

42201 2 
崎陽建設産業(株)ム(有)崎陽セメント

本社工場
石綿パイプ、石綿

長崎市竹久保町766 1957-1962 21 1、2
工業所 煙突

42202 3 
九州スレート工場(有)Ll.九州スレート

石綿煙突
佐世保市勝海町lLl.早岐町陣肉免 1950-1959 2、1'1

工業所 504 

42308 4 日石工業(株:)Ll.日本石綿(株) 長崎営業所 右綿保jE剤 長崎市飽の浦町1-1ム西彼杵郡時
1955-1980 1、3

津町久留里郷永の浦376-10

42308 5 明治山石綿工業所 石綿鉱山 西彼杵郡三和町布巻 事業場廃止 3 

42308 自 九州アスベスト(株) 石綿鉱山 西彼杵郡大瀬戸町雪浦 事業場廃止 3 

キトン万957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場遥覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、19-72、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(初日5、2008)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省・アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
自)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省『石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
11)長崎工場名鑑(1961)



熊本県

コード 連番 企業名(LI.旧名称) 工場名 製造石綿製品
住所(LI.J日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量事

43202 金星スレート工業(株) 石綿スレート等 八代市古城町ム迎町1970 1950-1954 1、2

石綿パイプ、石綿

43202 2 
(株)朝日セラテック A朝日防火板エ 本社工場(八代 板プセ、防メン火ト板布、パル 八代市古城町1970-1 LI.迎町1970 1955-1979 194 

1、2、3、
O 

業(株)、朝日防火板工業所(株) 工場) 板、石綿 4、6、9
煙突、スレート

石綿含有板(パル

43202 3 八代ニチハ(株)ム(株)朝日セラテッ プセメント板、スラ
八代市新港町2-2-4 1979-初 04 2、4、6 O 

ク、朝日防火板工業所(株) グ石膏系セメント
板)

43202 4 (株)ライジング・サン 不明 八代市 不明 6 

43208 5 ウベボード(株)LI.宇都スレート工業
熊本工場 石綿スレート 山鹿市 A鹿本郡鹿本町梶屋870-1 1975-1999 1、2、4 O 

(株)

麻生ボード工業(株)ム麻生石綿加工
右綿ボード、右綿

43213 B 
(株)

熊本工場 :板、バルブセメント 下益城郡松橋町豊福1365 1958-1976 1、2、3、9
板

宇ム城下益市城郡松橋町浦川内74-143213 7 (株)九州エフ・シー・シー クラッチ 1983-1993 14、41

43340 8 朝日スレート(株) 熊本工場 石綿セメント管 下益城郡嘗尾村浦川内 1950 

43385 9 三弘工業(株) 植木工場 波形石綿界レート、 鹿本郡植木町鐙田1486 1973-2004 4、21

43482 10 (有)坂田粉砕工業所 スラb系グ役右物膏加系工セメ 葦724t郡-芦北町 A芦北郡田浦町小田 1987-11l92 4、41
/ 間ロ 浦 1

*1-//1吾扇手

5
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熊本県

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編・全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964.、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぱく露作業に係る労災認定事業場一覧表(初旬、 2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書「アスベスト製品等流通経路調査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JlS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)
9)遜商産業大臣宮房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
1ω労働省・『石綿取り扱い事業場等実態説査研究J報告書(1985年版)
21)熊本県商工観光労働部.工場名鑑(1981年版)
41)熊本県:1日アスベスト製品製造工場の調査結果(平成17年8月5日-11目立入調査)



大分県

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

44201 朝日珪酸工業(株)
石綿含有珪酸カル

大分市政所字久保田2271-2 1964-1978 3、6
シウム保温材

44211 2 アイコー(株) 九州製造所 宇佐市橋津679ム橋津下桜679 不明-1996 41 

*トンン1吾言7主主

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、196目、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、19旬、 1970、1972、1974、1976、1978、198口、 1982、1984、1988、1993、1997、2∞1年版)
3)厚生労働省石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2∞5)
4)環境省大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出ヱ犠・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調奪報告書「ア只ベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修.右綿製品JIS'解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究j報告書(1985年版)
41)大分県アスベスト対策集計表(20年9月末現在)

r 
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宮崎県

コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名 製造石綿製品
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出奥 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

45202 (有)キングスレート工場 石綿スレート 都城市志比田町5339 1964 

45203 2 飯沼石綿パイプ製作所 石綿セメント管 延岡市富甲3546 1950 

45203 3 旭有機材工業(株) 延岡製造所
フェノル樹脂成

延岡市中の瀬町2丁目5955番地 1954-2000 4 
形材料

45401 4 千万石工業所
ブレーキライニン

児湯郡高鍋町大字上江7688 1975-1993 4 
グ

キトン/1957毒

出典
1)通商産業大E官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968‘1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950ト 1954、1957、1958、19位、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和田年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)

7)工業技術院監修石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
自)通商産業大臣官房調査統計部編集建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿'(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)



鹿児島県

一企業名(ム旧名称) エ 場 名 製造石綿製品

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編.全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956‘196目、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

1988、1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、19旬、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:石綿ぽ〈露作業に係る労災認定事業場一覧表(初05、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会:昭和58年度環境庁委託業務調査報告書Fアスベスト製品等流通経路詞査」報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2∞5)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8)日本石綿製品工業会・石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集.建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省・「石綿取り扱い事業場等実態調査研究」報告書(1985年版)
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沖縄県

企業名(.6.1日名称) 工 場 名 製造石綿製品

*トン/1957年

出典
1)通商産業大臣官房調査統計部編E全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956、1960、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、

19旬、 1992年版)日刊工業新聞社
2)セメント新聞社セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962、1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:右綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2006)
5) (財)機械電子検査検定協会・昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等流通経路調査』報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(2005)
7)工業技術院監修:石綿製品JIS・解説、日本石綿製品工業会 (1959)
8) 日本石綿製品工業会.石綿工業製品、日本石綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化奥業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版)
21)沖縄興信所沖縄商工名鑑 (1960年版)



あとがき(2010年暫定版)

2010年暫定版は、全国工場通覧、セメント年鑑などの国・業界のとりまとめた資料から抽出したデータを中心に全国の石綿製品製

造工場を一覧にまとめたものに、その後、独立行政法人労働安全衛生総合研究所のプロジェクト研究『石綿の職業性ぱく露経路及び

そのリスクに関する研究jの一部として、都道府県ごとにまとめられた工場名鑑置名簿等の資料を追加し、また、公表された労災認定

事業場等の情報を加え、とりまとめたものである。

今回、関係者にこの暫定版を配布し、業務の一助としていただくとともに、石綿ぱく露の実態を明らかにするため、より正確な情報の

収集を期することとした。

関係者のご協力をお願いする次第です。

監修:森永謙二、篠原也寸志

発行:独立行政法人環境再生保全機構石綿健康障害救済部企画調整課

出版日:平成 22年 6月30日

1
 

0
4
 

1
 







巨亙軍璽
Oこの印刷物l乱国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法〉に基づく

基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

Oリサイクル適正の表示
この印刷物ItAランクの資材のみを使用しており、日目別用の紙にリサイクルできます。



石綿製品製造・加工工場等一覧

(2010年暫定版追補)

※“2010年暫定版"とあわせてご参照くださいの

この冊子は、平成22年5月発行の「石綿製品製造属加工工場

一覧(20l0年暫定版)Jに、下記の情報を追加・補足するもの

です。

・平成22年11月に厚生労働省労働基準局労災補償部が公表

した「平成21年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」

等の情報。

・「自動車・鉄道車両の製造J...r造船所内での作業J...r船舶

所有者JIこ関する情報。

害警独立行政法人環境再生保全機構





宥綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定版追捕)

利用に際しての注意事項

平成 22年 6月に石綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定版)を出版したが、平成 22年 11月に厚生労働省労働基準局労災補償部が平成 21年度

石綿ぼく露作業による労災認定等事業場を公表したことに伴い、新たにこれらの情報等を追加するとともに、修正を行った。

この追補版の“コード"及び“連番"は、 2010年暫定版で記載されたものと同じである。

また、造船所、車両等製造事業場についても、今回、別途取りまとめを行った。

利用に際しての注意事項I立、『石綿製品製造・加工工場一覧(2010年暫定曜日」に記載ιているのでき、ご参照ください。

〈利用者へのお厭い〉

この資料の精度を高めるため、収録内容に隠する訂正・追加等の情報をお持ちの方は、下記までご連絡ください。

環境幕生保全機構 石綿健康被害救済部情報業務課

FAX: 044-520-2193 I;:-mail: ，koqjo→chi胆n@erca.gpjp
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企業名(ム旧名称) 工場名 製造石綿製品

宮城県

4 旧本保温材料(株) 白石工場 石綿紡織製品 白石市沢目68 事業所廃止

茨城県

08228 31 
(株)方商工

猿島工場
再生右綿、石綿含有

LI.(有)田端石綿工業所 岩綿製品、外壁建材
坂東市ム猿島郡猿島町逆井3497-61966-2004 

1、3、4、

ケイミュ

11 

(株) 鹿島工場(神前
08232138 Aクボ聖松下電工外装(株)、(株)クボ 工場鹿島分工

外壁材、石綿パイ 神栖市砂山5-2

夕、久保田鉄工(株) 場)
プ、右綿セメント板 A鹿島郡波先町砂山5-2

1980-1992 1、2、3、4 O 

栃木県

ケイミュー(株)
屋根材、石綿セメン

09202 3 Aクボ事松下電工外装(株)、松下外装 足利工場
ト化粧板

足利市羽刈町781-1 1972-2003 1、4、6 O 
建材(株)、足利松下電工(株)

ケイミュー(株)
09209 8 Aクボタ松下電工外装(株)、松下電工 真岡工場

石綿含有建材
真岡市松山町23 1978-1987 6 O 

(株)
(加工)

埼玉県

11203 27 ライト工業〔株)
ブレーキライーング

川口市青木2-9-8 ~却06 3 
等

11216 40 曙ブレーキ工業(株) Ll.B署産業(株) 埼宝製造所
石綿ブレーキライニン

羽生市大字羽生2727 1952-1967 
グ、右綿耐熱製品

フイニング、ジョイン
11224 57 埼玉ステンレス工業(株)

トシーリング等
戸田市戸田町下戸田仲町1324-1 1965-1971 3 

千葉県

石綿紡織製品 松戸市稔台5-12-1

1971-2003 場エ代千ー、
建lv 

アH
d
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汗
蜘

唯
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劃
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助
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一
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材

ム松戸工場 1978-1992 

ブレーキライニング|八千代市吉橋1095-6
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企業名(ム|日名称) 工場名 製造石綿製品

東京都

13111 23 広沢工業(株)
石綿紙、石綿フエJレ

大田区蒲田1-9-9 3 
ト等

13201 121 (株)双葉製作所
右綿紙、石綿フエJレ

八王子市館町464 3 
卜等

石綿紙、石綿フェルト
13214 127 馬場板金工業(株) 等

国分市光町1-28-9 3 

神奈川県

14101 13 (有)横浜パッキング製作所
フイーング，ジョイン

横浜市鶴見区元宮1-4-18 3 
トシーリング等

14131 44 
JFEスチール(株) 東日本製鉄所

ラトシイー=ンリンググ，ジ等ョイン 川崎市川崎区扇島1-1 -1980 3 
A日本鋼管(株) A京浜製鉄所 り等

ケイミュー(株)
屋根材14206 66 ムクボタ松下電工外装(株)、(株)クボ 小田原工場 小田原市酒匂7-6-1 1960.....2∞1 2、3、4 O 

夕、久保田鉄工(株)
(カラーベスト)

」一 一

長野県

21 I (株)城南クラッチ工業所 木曽工場 ブレーキライニング|宏昌弘) 1974-

岐阜県
，、 2

21206 8 (有)城南クフツチ工業所 木曽工場 ブレーキライニング
中津川市馬寵539.1-4

-2∞5 
ム長野県木曽郡山口村

4 

江川精工(株)
21209 12 石綿パッキング 羽島市竹鼻町狐穴3394A江川精工所

1945-1962 1 O 

21216 17 日本インシュレ シヨン(株) 生産事業部
石綿含有断熱材 瑞穂市野開新国字北沼4064-1

.d.(:株)大阪パッキング製造所 A岐車工場
1960-1990 3 

一
一愛知県

(株)エーアンドエーマテリアル 名古屋第一エ 宥線セメント、右綿
a 

23110 17 
ム朝日スレート(株) 場 スレート等

名古屋市中川区富紛町4-1 1944-1950 3 

ニ菱マTリアル建材(株)
右綿スレート、ケイ 1、2、3、

23424 52 A三菱セメント建材(繰)、三菱セメント 名古屋工場
酸カルシウム板

海韻郡大治町大字酉傍字西之)1125 1962-2日日1
4、9

O 
石綿工業(株)、豊田スレート(株)

-3-



三重県

242.02. 2 

24216 10 

滋賀県

2.52.11 11 

2.52.13 17 

大阪府

27144 76 

27145 78 

2.72.2.8 184 

272.28 186 

兵庫県

企業名(.6.1日名称) 工場名 製造石綿製品

ケイミュー(株) 石綿含有ロッヲウー
Aクボタ松下電工外装(株)、松下電工 四日市工場 ル天井材、石綿含有

(株) 樹脂成形材料

ケイミュー(株)
石綿含有屋根材、

ムクボ11松下電工外装(株)、松下電工 伊賀上野工場
外壁材

(株)

クイミュー(株)
ムクボタ松下電工外装(株)(株)クボ 滋賀工場 屋根材
夕、久保田鉄工(株)

(株)明和塗装工業所
石綿スレート、
石綿セメント等

石綿紙、石綿フエJレ
明星工業(株) 堺工場

ト等

ケイミュー(株)
大浜工場 建材加工

Aクボタ松下電工外装(株)

東鐘工業所ム金沢石綿工業所
石綿紡織品、パッキ
‘ :/ 

東邦紡績(株)
ム東邦石綿工業(株)

石綿紡織品

三菱マテリアル建材(株)

A三菱セメント建材(株)、三菱セメント|本社・(西宮)エ |石綿スレート
石綿工業(株)，菱産スレート(株).6.産|場
業スレート(株)

-4-

四日市市馳出町字新開地60

伊賀市三田字大東町410-1

湖南市高松町会1
A甲賀郡甲西町高松町2

東近江市沖野3-4-39

堺市西区浜寺右津町中1-553

堺市堺区築港南町10

泉南市樽井1810

泉南市樽井1373

西宮市今津西浜町会54
A今津西浜町14

1973-初日3

1987-初日3

1972-2001 

1970-却 03

L 一 一

1959-1961 

1988-1995 

1964-2.∞5 

事業場廃止

1937-1975 

O 

4 O 

一 一 ー

1、2、3、4 O 

3 

3 

11 o I 
3、5、6、
7、11、12

3 



l官|

香川県

福岡県

40103 g 

40206 31 

熊本県

出典

企業名(.6.1目名称) 工場名

リゾートソリューション(株) 高松工場
A日本工事ニットパイプ(株) A四国工場

(有)小久保工業所

ケイミュー(株)
Aクボタ松下電工外装(株)、松下電工 北九州工場
(株)

三井鉱山(株) 田川事業所

(株)朝日セラテック A朝日防火板エ i
|本社工場(八代

業(株)、朝日防火板工業所(株)、金星 l
スレート工業(株) 、 |工場)

製造石綿製品

石綿晶圧管、石綿 i高松市屋島西町2277
セメント高圧管

右ス綿レセトメント、右綿|三豊市詫間町詫閑538-1

石綿含有外蓉材 北.:I.!.州市若松区響町1-1-2

石綿セメント、右綿
田川市弓削田闘の'山中尾3826-2スレート 4 

石綿パイプ、石綿板、 t

防火板、パルプセメン|八代市古城町1970ー1
ト板、石綿煙突、ス |ム迎町1970
レート

11934-1970 

-2002 

1996-2001 

3 

1950-1979 

1)通商産業大臣官房調査統計部編:全国工場通覧(1947、1949、1950、1952、1954、1956‘1960、1962、19側、i966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、
1988、1992年版)日刊工業新聞社

2)セメント新聞社:セメント年鑑(1950、1954、1957、1958、1962，1964、1966、1968、1970、1972、1974、1976、1978、1980、1982、1984、1988、1993、1997、2001年版)
3)厚生労働省:右綿ば〈露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、加08、2009、2010)
4)環境省:大気汚染防止法に係る特定粉じん発生施設の届出工場・事業場(2∞6)
5) (財)機械電子検査検定協会昭和58年度環境庁委託業務調査報告書『アスベスト製品等.通経路調査J報告書
6)経済産業省:アスベストによる健康被害に係る状況調査結果(20，05) 、
7)工業妓術院監修:石綿製品JIS.解説、日本石綿製品工業会 (1959)
-8) 日本石綿製品工業会:石綿工業製品、日本右綿製品工業会 (1966)
9)通商産業大臣官房調査統計部編集:建材統計年報(1959年版)、軽工業関係会社工場名簿(1963年版)、北越文化興業(1963)、

窯業・建材工場名簿(1969年版)通商産業調査会(1969)
10)労働省:r石綿取り扱い事業場等実態調査研究』報告書(1985年版}
11)その他

ー5-
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自動車・鉄道車両の製造

ヨード 連番 企業名(1:.1目名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

北海道 (有)昭和電機商会 室蘭市輸西2~27-2

-1988 
栃木県 富士重工業(株) 宇都宮製作所 宇都宮市陽南町1ート11 20事03鉄業廃道車止両 1 

栃木県 2 川崎重工業(株)
車頼事業本部

河肉郡河内町中岡本2857-2
1972-1975 

宇都宮工場 1986廃止

埼玉県 東急車縞製造(株) 埼玉製作所 大宮市櫛引町2-610-1 ※1 

埼玉県 2 (株)東京軽合金製作所 行田市富士見町ト21-1 ※1 

埼玉県 3 日本草輔製造(株) 蕨工場 川口市芝2870
1958-1971 
1971閉鎖

埼豆県 4 日本電装(株) 川口市芝富士1-9-33

川崎重工業(株)
東京都

1:.j't車製造(株)
東京製作所 江東区南砂6-10-4 1972廃止

1963浦安へ
東京都 E 津覇車騎ヱ業(株) 江東区南砂2-2-12

1983船橋へ
※2 

東京都 3 日産自動車(株) 村山工場 武蔵村山市榎1-1 初日4廃止 ※2 

東京都 4 右川島播磨正案(株) 回無工場 西東京市無効向台3-5-1
1965-初日1
2007閉鎖

神奈川県 東急車鋼製造(株) 横浜市金沢区大川公1 -20∞ 1 

神奈川県 2 
東急車頼エンジニアリング(株)

横浜市金沢区大J113-1 -1992 
ム東急車輔技研
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コード 連香 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出 典 HP 
現住所と1;1;異なるものがある〕

神奈川県 3 三菱自動車工業(株) 川崎事業所 川崎市中原区大倉町10
-2∞2 

2003廃止

神奈川県 4 三菱ふそうトラック・パス(株) 川崎市中原区大倉町11 -2002 1 

神奈川県 5 日本エアーブレーキ(株) 横須賀工場 横須賀市浦郷5-2931 ※2 

神奈川県 6 日産自動車(株) 横須賀市夏島1 ※2 1 

新潟県 ニイガ空機電(株) 新潟市北区島見町3268-18 ※2 

新潟県 2 (株)新潟銭工所 犬山工場 新潟市東区秋葉1-2-1 2∞7廃止 1 

新潟県 3 (株)新潟銭工所 新潟構機工場 北蒲原郡聖箆町東港5-2756-3 2007廃止 1 

愛知県 日本車輔製造(株) 名古屋市熱田区三本松1-1 1957-1972 

豊川製作所
愛知県 2 日本車輔製造(株)

ム名古屋工場
豊川市穂ノl京2-20 1972-1974 

愛知県 3 トヨ$1自動車(株)、 豊田市トヨ書1 1972-1989 1 

愛知県 4 輸送機工業(株) 半回市上浜町102 1955頃 1 

大阪府
川崎重工業L株)

大阪工場 大阪市此花区島屋町'406
汽車製造(株)

大阪府 2 住友金属工業(株)
交通産機晶力ン

大阪市此花区島屋町5-1-109 ~却06
パニー
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(1'..1日住所) (操業時住所等で、 l

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

大阪府 3 近畿草頼(株) 東大阪市稲田上町会-2-46 1955-2000 

大阪府 4 阪奈車輔(株) 東大阪市稲田上町2-6-41

大阪府 5 正和草稿工作所 東大阪市稲田よ町

大阪府 6 寿車購工業(株) 八尾市山本高安町1-1-42

大阪府 7 東A急帝車国輔車輔製造工業(株(株)) 大阪製作所 堺市鳳南町3-200
-1992 

初日3廃止

兵庫県
川崎重工業(株)

兵庫工場 神戸市兵磨区和田山通2ート18 1956-1975 
ムJII崎車騎(株)

兵庫県 2 三泰ヱ業(株) 神戸市兵庫区和田山通2ート18 1 

兵庫県 3 アルナエ機(株) 尼崎市東難波町1-4ァ5 1961-1987 

兵庫県 4 
新明和工業(株)

航空機事業部 神戸市東灘区青木1-1-1 ~初日6 ※1 
1'..JlI西航空機(株)

岡山県 三菱自動車工業(株) 水島製造所 倉敷市水島海岸通1-1
-2005 

※1 
製造は-1992

広島県 マツダ(株) 本社工場 安芸郡府中町新地3-1 1959-1971 

山口県 2 (株)日立製作所 笠戸事業所
下松市大字東豊井794 1972頃

A笠戸工場

山口県 3 弘木工業(株) 下松市文字西豊井1394 ※3 
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コード 連番 企業名(1'..1日名称) 工場名
住所(1'..1日住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

山口県 4 山本産業(株) 下松市葉山2-904-17

」

出典
1)厚生労働省.右綿Iまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、初09、2010)
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確認操業期間 特記 出典 HP 

※3 1 

※1他の事業所での作業歴あり
※2事業所での石綿扱いなし
※3(株)日立製作所笠戸工場での作業



州開川

rvGPR-E謹姻

S
 

.... .... 



造船所内での作業

コード 連番 企 業 名 (sI日名称) 工 場 名
住所(sI日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

北海道 日本無線電気(株) 函館市元町24

北海道 2 函館どっく(株) 函館造船所 函館市弁天町20-3 ~1985 

北海道 3 丸大大成工業(株) 函館市弁天町22-9 1 

北海道 4 (株)住吉組 室蘭市母恋北1-3-5

北海道 5 (株)京浜マリンエンジニアリング 室蘭市祝津1-128

北海道 6 (株J黒田工業 釧路市光陽町19-12

宮城県 東北ドック鉄工(株) 塩釜市北浜4-14-1 1987~ ※1 

宮城県 2 東北造船(株) 塩釜市北浜4-14-1

宮城県 3 塩釜船鮪無線(株) 塩釜市新浜町3ート15 ※1 

宮城県 4 エスケー設備 気仙沼市潮見町2-95-2 2002廃止

宮城県 5 (株)田倉電気工業所 右巻市南浜町2-7-16 1975~1978 

宮城県 6 (株)佐々木工業所 石巻市小船越堤下156-4 ※1 1 
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コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

千葉県 三井造船(株)
千葉事業所

市原市八幡海岸通1 1965-1987 
A千葉造船所

千葉県 2 三港工業(個人名) 市原市八幡海岸通1

千葉県 3 大同工業(株) 市原市八幡2382 ※1 

千葉県 4 松久保工業 干葉市中央区川崎町1

干葉県 5 (有)高田工業所 富津市新富41-2 ※1 

東京都 旭事ンカー(株) 千代田区肉幸町1-2-2 ※1 

(株)IHI東京都 2 
A石川島播磨重工業 旧東京第二工場 江東区豊洲2~1-1

東京都 3 第一船舶(株)
毒洲崩事所 江東区豊洲3-1-1

2001横浜へ
A太平港業(株) 移転

東京都 4 豊湖工業(株) 江東区豊洲

東京都 5 扶桑興業(株) 江東区豊洲

東京都 6 (株)新栄テクノス 江東区枝JIll-9マE ※2 

東京都 7 安藤塗装唐 江東区東州

東京都 B 右川島造船化工機(株) 江東区新砂2-3-43 1943-1988 
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コード 連番 企業名(1'>.1日名称} 工 場 名
住所(1'>.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

東京都 9 (株)サクション瓦斯機関製作所 江東区東砂6-10-4

神奈川県 フ事パ船舶工業(株) 横浜市磯子区新中原1

神奈川県 E 
横須賀防衛事務所

横浜市中区本牧
ム横浜渉外労務管理事務所

神奈川県 3 三菱重工業(株)
横浜製作所

横浜市中区錦町12 -2003 
ム横浜造船所

神奈川県 4 (株)共栄産業 横浜市中区錦町12

神奈川県 5 
(株)IHI

横浜事業所 横浜市磯子区新中原町1 1968-1980 ※2 
A石川島播磨重工業

神奈川県 6 中よ工業(株) 横浜市磯子区新中原町1 ※1 

神奈川県 7 (有))1回船舶工業 横浜市磯子区新中原町1

神奈川県 B 
東洋トレーディング(株)

横浜市磯子区新中原町1 1957-
A東洋船舶装備(株)

神奈川県 9 (株)弥富商会 横浜市磯子区新中原町1 ※2 

神奈川県 10 (株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド 横浜工場 横浜市磯子区新杉田町12 1968-1980 ※2 

神奈川県 11 
(株)IHI 横浜第二工場

横浜市磯子区滝頭
-1979 

ム石川島播磨重工業 (造船工場) 1979廃止

神奈川県 12 共栄工業(株) 横浜市磯子区新杉田町13
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コード 連番 企業名(.6.旧名称) 工 場 名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川県 13 川岸工業(株) 横浜市金沢区福浦2-13-24 ※1 

神奈川県 14 (株)小野鉄工所 横浜市金沢区a鳥浜町14-8 -2005 

神奈川県 15 (寅)資横)横浜保温
.6.( 浜石綿工業所

横浜市金沢区能見台東5 1937-1980 

神奈川県 16 JFEエンジニアリング(株) 鶴見事業所
横浜市鶴見区末広町2-1 1952-1978 ※1 

A日本鋼管(株) A鶴見造船所

神奈川県 17 塩谷興業(株) 横浜市鶴見区末広町2-1

神奈川県 18 品川i化工(株) 横浜市鶴見区末広町会1

神奈川県 19 柳原組 横浜市鶴見区元首ト17-16

神奈川県 20 (株)サノセキエンジニアリング
横浜市鶴見区王宮1-17-16 1947-1978 

A佐野石綿工業(株)

神奈川県 21 (株)横浜工作所 横浜市鶴見区生麦2-3-2

神奈川県 .22 (有)開進工業所 横浜市鶴見区栄町通2-11-17

神奈川県 23 興和船舶工業(株) 横浜市神奈川区神奈J112-11-10 1965-l998 ※1 

神奈川県 24 三菱重工業(株) 横浜原動浜造船機製事造所業所本今横部 横浜市西区緑町ト1 -1983 ※1 

神奈川県 25 芳賀工業(株) 横浜市西区緑町、1-1
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工 場 名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川県 26 
JFEエンジニアリング(株) 鶴見製作所浅野

横浜市神奈川区橋本町2-1 1952-1978 ※1 
ム日本鋼管(株) 船渠

神奈川県 27 睦船舶工業(株) 横浜市神奈川区三枚町248~7

神奈川県 28 京浜ドック(株) 横浜市神奈川区守屋町1-2-3 ※1 

神奈川県 29 (株)京浜マリンエンジニアリング 横浜市神奈川区新子安ト14-7 ※1 

神奈川県 30 (株)福地産業 横浜市神奈川区白楽4-9-103

神奈川県 31 目立造船(株) 神奈川工場 川崎市川崎区水江町4-1 1941-1975 

神奈川県 32 小山工業〈株) 川崎市川崎区水江町4-1 ※2 

神奈川県 33 
住友重機械工業(株) 横須賀製造所

横須賀市夏島19 1971-1987 ※2 
A浦賀船渠(株) ム浦賀造船所

神奈川県 34 住友重機械工業(株)
横須賀製造所

横須賀市夏島19 ※2 
ム追浜造船所

神奈川県 35 大丸工業(株) 横須賀市夏島19 ※1 

神奈川県 36 (株)京浜自動制御 横須賀市夏島19 ※1 

神奈川県 37 大和船舶工業(株) 横須賀市夏島19

神奈川県 38 相模造船鉄工(株) 横須賀市浦郷町1-65
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コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

神奈川県 39 (有)星斗工業 横須賀市鷹取1-4-14 1970-2001 ※1 

神奈川県 40 (有)青木興業 横須賀市逸見が丘8-4 1972-

神奈川県 41 (有)銭幸船舶工業 横須賀市浦賀町4-7

神奈川県 42 (有)秋葉工業所 横須賀市浦賀町4-7 1971-1985 

神奈川県 43 (株)井よ工業所 横須賀市浦賀町4

神奈川県 44 大陸産業(株) 横須賀市浦賀町4-5

神奈川県 45 扇海興業(株) 横須賀市東浦賀町会23

神奈川県 46 三浦造船(株) 横須賀市浦賀町7-51

神奈川県 47 茂企エ(株) 横須賀市浦賀町ト33

神奈川県 48 
横須賀防衛事務所

横須賀市日の出町1-4 1948-
ム横須賀防衛施設事務所

神奈川県 49 (有)高秀工業 横須賀市日の出町1-4

神奈川県 50 
(株)永光

横須賀市長瀬3-8-11 ※2、3
ム永光電気ヱ業(株)

神奈川県 51 斉藤鉄工電気(株) 高座郡寒川町大曲434-2
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 主場名
住所(ム|日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

新潟県 (株)本間造船所 新潟市中央区柳島町

新潟県 2 (株)京浜マリンエンジニアリング 新潟事業所 新潟市中央区入船町4-3776

新潟県 3 (株)新潟銭工所 新潟造船工場 新潟市中央区入船町4-3776 -1990 

新潟県 4 (有)金国製作所 新潟市中央区入船町5

新潟県 5 
関西油圧管工(株)

新潟市中央区入船町
ム藤井管工業

新潟県 6 (有)大新工業 新潟市中央区入船町

新潟県 7 広川l金属工業(株) 新潟市中央区近江2-1ト11

新潟県 B 新潟奥機(株) 新潟市東区神明町8-22 ※1 

新潟県 9 新潟工芸(株) 新潟市東区材木町8-23

富山県 日本防熱工業(株) 富山出張所 富山市西宮71 1964-1980 ※1 

富山県 2 日本海重工業(株) 富山市西宮71 -1987 

富山県 3 大洋工業(株) 富山市西宮

右川県 (株)清水造船建設 七尾市昭和町64 1975-1995 ※3 
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コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 住所現(.6.住旧所住とは所異)な(操る業もの時が住あ所る等)で、 確認操業期間 特記 出典 HP 

静岡県 井よ工業(株) 静岡市清水区宮加三348-25 1961-1981 ※1、2

静岡県 2 
JFEエンジニアリング(株) 清水製作所

静岡市清水区三保387-1 1958-1970 
A日本鋼管(株) ム清水造船所

静岡県 3 金栄船舶装備(株) 静岡市清水区三保1150-1 ※2 

静岡県 4 遠藤工業(株) 静岡市清水区三保106-1 1973-1974 

静岡県 5 (株)金指造船所 清水工場 静岡市清水区三保，491寸 -1999 

静岡県 6 金和船舶工業(株) 。静岡市清水区=保:491-1

静岡県 7 三久船舶工業(株) 静岡市清水区三保4010-9

静岡県 B (有)豊光木工 静岡市清水区三保2949

静岡県 9 高見船舶工業(株) 静岡市清水区三保

静岡県 10 山田船出自鉄工(株) 静岡市清水区三保

静岡県 11 三光冷凍 静岡市清水区

静岡県 12 新生工業(株) 静岡市

静岡県 13 
室内装備(株)

静岡市清水区A清水船舶装備(株)
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.16住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

愛知県 要工業C株) 名古屋市港区昭和町13

(株)[HI 愛知事業所
愛知県 2 

ム石川島橿磨重工業 A愛知工場
名古屋市港区昭和町13 1973~1980 

愛知県 3 (株)ダイワエ熱 名古屋市南区道徳新町3-52 1960~1991 

愛知県 4 (株)やまみ服部造船所 名古屋市熱困区千年トト44

愛知県 5 
(株)[HI 愛知事業所

知多市北浜町11-1 1973~1980 
ム石川島播磨重工業 ム愛知工場

愛知県 6 
(株)IHI 愛知事業所

知多市北浜町11-1 1973~1980 
ム石川島播磨重工業 A知多工場

京都府 同和工業(株) 舞鶴市字長浜916 ※2 

京都府 2 目立造船(株) 舞鶴工場 舞鶴市余部下1180 ~1975 

京都府
目立造船(株) 舞鶴工場

舞鶴市余部下11803 
ム飯野重工業(株) ム舞鶴造船所

~1975 

京都府 4 (株)旭船舶工業所 舞鶴市余部下118日

京都府 5 鈴木設備工業(株) 舞鶴市字長浜919 ~1975 

大阪府 横山電機(株) 大阪市浪速区幸町会2-30

大阪府 2 
(株)サノヤス・ヒシノ明昌

大阪製造所 大阪市西成区南津守5-13-37 1945~1997 
A佐野安船渠
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コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

大阪府 3 (株)南陽工業所 大阪市西成区南津守5-13-37 -1997 

大阪府 4 (株)渡海鋼工所 太阪市西成区南津守5-13-37

大阪府 5 大阪産業(株) 大阪市西成区南津守5-13-37 1973-

大阪府 6 泉備工業(株) 大阪市西成区南津守5-13-37 1980-1986 ※2 

大阪府 7 明和工業(株) 大阪市西成区南津守5-13-37

大阪府 8 
昭和ナミレイ(株)

大阪市西成区南津守
昭和勤熟工業(株)

大阪府 9 正丸工業(株) 大阪市住之江区柴谷ト1'-81 

大阪府 10 三井造船(株)
大阪事業所 大阪市住之江区柴谷トト81 1999閉鎖 ※2 

ム(株)藤永田造船所

大阪府 11 三井造船(株) 太阪事業所 大阪市住之江区柴谷トト81 1999閉鎖 ※2 

大阪府 12 三共鉄工(株) 大阪市住之江区柴谷ト-2-32

大阪府 13 (株)名村造船所 .6.大阪工場 大阪市住之江区北加賀屋4-5 -1975 

大阪府 14 目立造船(株) 築港工場 大阪市大正区船町会会11 -1985 

大阪府 15 目立造船(株) 大阪工場 大阪市大正区船町2-2-11 -1982 
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コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP、

現住所とは異なるものがある)

大阪府 16 
(株)園森

ム大阪事業所 大阪市大正区船町2-2-12
.6.(株)国森製作所

大阪府 17 
三井造船(株) 大阪事業所

大阪市大正区船町6 1981閉鎖 ※2 
.6.(株)藤永田造船所 船町工場

大阪府 18 (株)クシパ合工業所 大阪市大正区船町6

大阪府 19 (有)木村万工業所 大阪市大正区船町

大阪府 20 丸田工業所 大阪市大正区

大阪府 21 (株)よ田造船所 大阪市此花区酉島2-4-39

大阪府 22 日立造船(株) 桜島工場 大阪市此花区桜島1-2-23 1971~1980 

大阪府 23 
(株)ダイソー

大阪市港区福崎3-1-201 ~1985 
A大阪造船所

大阪府 24 (株)北海工業所 大阪市港区福崎3-1-201

大阪府 25 (株)井上冷熱 大阪市西区江戸堀1-9-6 ※2 

大阪府 26 阪国石綿工業(株) 大阪市西区九条南2034

大阪府 27 クリヤマ(株) 大阪市淀川区西中島1-12-4 ※1 

大阪府 28 目立造船(株)
堺工場

堺市築港新町1-5~1
~1982 

A大阪工場 1986廃止
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コード 連番 企 業 名 (s旧名称) 工場名
住所(sI日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

大阪府 29 目立造船(株) 堺工場 堺市築港新町ト5-1
-1985 

1986廃止

大阪府 30 大新工業(株) 堺市築港新町1-5-1

大阪府 31 (株)蒼電舎 摂津市南千里丘4-32

兵庫県 河原冷熱工業(株) 神戸市中央区東川崎町7-1ト14 1950-1979 

兵庫県 2 山下工業(株) 神戸営業所 神戸市中央区東川崎町3-ト1 ※1 

兵庫県 3 (株)川崎造船
神戸工場 神戸市中央区東川崎町3-1-1 ※2 

A川崎重工業(株)

兵庫県 4 A(株星)ホ野シ鉄J工所 神戸市中表区東川崎町3-1-1

兵庫県 5 東亜外業(株) 神戸第一事業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1 -2002 
※1、
2、3

兵庫県 6 西海工業(株) 神戸市中央写東川崎町3-1-1

兵庫県 7 若松ヱ業 神戸市中央区東川崎町長1-1 1975-1983 

兵庫県 8 灘工業所 神戸市中央区東川崎町3-1-1

兵庫県 9 杉山工業(株) 神戸市中央区東川崎町6-2-25

兵庫県 10 兵庫エ運(株) 神戸市中央区東川崎町7-1-4
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(L>.I日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

兵庫県 11 丸神船舶(株) 神戸市生田区

兵庫県 12 神戸船渠工業(株) 神戸市兵庫区西出町ト1-8 1943-1985 

兵庫県 13 三協工業(株) 神戸市兵庫区西出町会4-12

兵庫県 14 三菱重工業(株) 神戸造船所 神戸市兵庫区和田岬町トト1 -1982 

兵庫県 15 田中鉄工所 神戸市兵庫区和田岬町トト1

兵庫県 16 河原冷熱工業(株) 神戸市兵庫区和田岬町1-1-1 1950--' 1979 ※2 

兵庫県 17 神栄冷熱工業(株) 神戸市兵庫区和田岬町1-1-1

兵庫県 18 富士産業(株) 神戸市兵庫区和田岬町1-1-1

兵庫県 19 パルコエンヂニアリング(株) 神戸市兵庫区兵庫町ト3-25

兵庫県 20 (株)河野工業所 神戸市兵庫区本町1-5-5

兵庫県 21 神戸船舶工業(株) 神戸市兵庫区小松通5-1-18

兵庫県 22 (有)本山計器工業所 神戸事務所 神戸市兵庫区水木通3~4-13 ※1 

兵庫県 23 (株)扶桑エンジヱアリング 神戸市西区高塚台3ート27 1975-1996 ※2 1 
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コード 連番 企業名(Ll.1目名称) 工場名 住所(Ll.1日住所) (操業時住所ある等)で、
現住所とは異なるものがある

確認操業期間 特記 出典 HP 

兵庫県 24 (資)亀井鉄工所 神戸市長田区菅原通1-6-3 ※1 

兵庫県 25 桝谷電気工業所 神戸市長田区房王寺町

兵庫県 26 寿鉄工(株) 相生市旭ト19-47 ※1 1 

兵庫県 27 (株)江見工業所 相生市旭2-1-1 -1977 ※1 

兵庫県 28 
(株)[HI

相生第一工場 相生市相生5292 -S50年代半ば
A石川島播磨重工業

兵庫県 29 (株)大本組
相生出張所

相生市相生5292
塗装部

兵庫県 30 ダイクレ興産(株) 相生市相生5292

兵庫県 31 花崎工業(株) 相生出張所 相生市相生3-11-1

兵庫県 32 播神工事(株) 相生市陸本町10-3

兵庫県 33 (有)八興産業 栂生工場 相生市若狭野町入野1257-188 ※1 

兵庫県 34 (有)巌組 相生市垣内町7-29

兵庫県 35 (有)長野鉄工造船所 淡路市岩屋97-2 ※1、3

和歌山県 (株)吉田造船工業 有田市港町596 1987-1997 
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(Ll.IB住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

和歌山県 2 三井造船(株)
大阪事業所

日高郡由良町網代字高見山193-13 1973~1985 
由良工場

和歌山県 3 (有)亨JレヰZ作所 東牟婁郡那智勝浦町湯川882-2 1965~1980 ※1 

島根県 1 (有)山本鉄工所 八束郡鹿島町恵曇町455 m∞廃止

島根県 2 (有)カワ:iZエ芸社 大国市温泉津町温泉津ロ48

岡山県 玉野電機(株) 主野市宇野3-42-11 1950~ 

岡山県 2 (有)ティーエスケー 岡山出張所 玉野市玉2-21-17 ※2 

岡山県 3 三井造船(株) 玉野事業所 玉野市玉3-1-1

岡山県 4 協和工業(株) 玉野市玉3-1-1

岡山県 5 正和工業(株) 玉野市豆3-1-1

岡山県 6 八紘産業 玉野市玉3-1-1

岡山県 7 (有)山本船装 玉野市玉3-1-1 1971~1988 

岡山県 8 
日本テクノサービス(株)

主野市玉3-1-1 ~1985 
A山根船舶工業(株)

岡山県 9 大同塗装(株) 玉野市玉3-1-1 ※2 
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コード 連番 企業名〔ム!日名称) 工場名
住所(~I日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

岡山県 10 奥田エ業(有) 玉野市玉3-1-1

岡山県 11 (株)井上冷熱 玉野作業所 玉野市玉3-ト1 2004廃止

岡山県 12 山陽鋳機工業(株) 玉野市玉3-1-9 ※1、3

岡山県 13 三国工業(株〉 玉野市草原3-4-1 -1983 ※1、2

岡山県 14 (株}中村工業所 玉野市玉

岡山県 15 野島機工(株) 玉野市田井5517-4

岡山県 16 大正産業(株) 玉野市和田1-4-14

岡山県 17 (株)・サノヤス・ヒシノ明昌
水A水島製島造造所船所F 倉敷市現島塩生2767-21 1974-1985 

A佐野安船渠(株)

岡山県 18 大栄電装(株) 水島事業所 倉敷市児島塩生新浜呈767-22 1974-1985 ※1、3

岡山県 19 古賀野工業(個人名) 笠岡市生江浜583-26

広島県 三菱重工業(株) 都機広械機島造械・鉄事船橋業所事部業A宇広島市西区観音新町4-6-22 1964-1993 

広島県 2 
三菱重工業(株)

広A広島製島作造船所所 広島市西区観音新町4-6-22 1952-1964 
A三菱造船(株)

(株)新来島宇品どっく
広島県 3 

A西部造船(株)
広島市南区宇品町金輪384
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名 住所現(.6.住!日住所) (操業時住所等で、
所とは異なるものがある)

確認操業期間 特記 出典 HP 

広島県 4 (株)石徳エ業所 広島市南区宇品町

広島県 5 (有)福島冷熱工業所 広島市南区西本浦町16-17 1965-1983 

広島県 6 大東工業〔個人名) 広島市南区

， 

広島県 7 江波鉄工(株) 広島市中区江波南2-10-36 ※1、3

広島県 8 
日本;令熱工業(株)

広島営業所 広島市佐伯区五日市7ーか19
ム日本冷熱エ産(株)

広島県 9 丸一木エ(有)
東広島市黒瀬町市飯田遠見ケ畝.39-
3 

広島県 10 (株)フルサワ
江田島市江田島町秋月4-10-9 2005-2008 

古漂鋼材(株)

広島県 11 中谷造船(株) 江田島市能美町高田3328-2 -1998 

広島県 12 森下組 . 江田島市

広島県 13 NBC 呉造船部 呉市昭和町2-1 1951-1962 

広島県 14 (株)アイ・ヱイチ・アイマリンユナイテッド 呉工場
呉市昭和町会1 1954-1980? 

A石川島播磨重工業(株)、呉造船所 ム呉第一工場

広島県 15 東邦興産(株) 呉市昭和町会1

広島県 16 (有)共和木装 呉市昭和町2-1
」ー
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コード 連番 企業名(.d.1日名称) 工 場 名
住所(.d.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 17 呉洋工業(株) 呉市昭和町会1

広島県 18 大本組 呉市昭和町会1

広島県 19 新栄装備(株) 呉市長谷町15-8 1992~2∞1 

広島県 20 {有)田原造船所 呉市音戸町回原3-8-17

広島県 21 (株)神田造船所 呉市川尻町東公14-21 ~1996 

広島県 22 ダイクレ興産(株) 呉市築地町1-24 ※2 

広島県 23 呉工業(株) 呉市築地町3 1953~1971 

広島県 24 (株)寺岡 呉市仁方桟橋通1511-82 ※1 

広島県 25 関西電業(株) 呉市西中央3-9-3 ※2 

広島県 26 大東電機工業(株) 呉支庖 呉市三条2-6-4 1956~1975 

広島県 27 柳原板金(株) 呉市焼山政畝ト9-24 1965~1985 

広島県 28 (有)呉剛 呉市よ長迫町4-1 1972~1980 

広島県 29 新生 呉市
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 30 (株)マルイチ 呉市

広島県 31 松木組 福山市沼隈町大字常石1083

広島県 32 ツAネ常イ石シ造ホ船ー(ル株デ)インダス(株) 常石造船カンパ
福山市沼隈町大字常石1083 1969-1985 

広島県 33 吉川工業(株) 常石事業所 福山市沼隈町大字常石1083 -2006 ※1、3

広島県 34 巽産業(有) 福山市沼隈町大字草深2785-87 -1985 ※1 

広島県 35 高橋組 福山市沼隈町草深

広島県 36 (有)井川工業 福山市北富津町4-3-7

広島県 37 (有)鎌田組 福山市藤江町272苫 11

広島県 38 旭東興業(有) 三原市幸崎町能地544-13

広島県 39 幸陽船渠(株) 三原市幸崎町能地544-14 -2005 ※3 

広島県 40 立正興業(有) 三原市糸崎商1-1-1

広島県 41 (有)大林工業 東広島市安芸津町三津竜王4490-8 ※1 

広島県 42 (有)オハヨー商事 尾道市瀬戸田町福田135-4
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コード 連番 企業名(Ll.1日名称) 工場名
住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

広島県 43 宮本電機(株) 尾道市瀬戸田町林1260-1

広島県 44 
(株}キクスズ

尾道市士堂1 ※1、2
A菊鈴工業(株)

広島県 45 (株)橋本組 尾道市因島重井町5072-8 1961~1983 

広島県 46 昭和ナミレイ(株) 尾道市周島重井町塚渓58∞-92

広島県 47 内海造船(株)田熊工場 尾道市因島田熊町2517-1 1965~2005 1 

広島県 48 (有)田熊造船所 尾道市因島田熊町4134-1 現在

広島県 49 目立造船(株) 因島工場 尾道市因島土生町2477-16 20~021廃98止3 

広島県 50 東亜外業(株) 尾道市因島土生町2477-16 1987廃止

広島県 51 三和技研(有) 尾道市因島中生町487~-8

広島県 52 尾道造船(株) 尾道造船所 尾道市山;夜明T1005 ~1978 ※2、3

広島県 53 協和機エ(株) 尾道市山波町1005

広島県 54 朝日産業(株) 尾道市山波町708-3 ※2、3

広島県 55 目立造船(株) 向島工場 尾道市向東町14755
~1978 

1987廃止
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コード 連番 企業名(ム旧名 称) 工場名 住所(Ll.1日住所ま異)な(操る業もの時が住あ所る等)で、
現住所とl

確認操業期間 特記 出典 HP 

広島県 56 目立造船中国工事(株) 尾道市向島町111

山口県 (株)宮本工作所 下関市大字彦島4179-16

山口県 2 (株)久米川工作所 下関市彦島老町2-24-19

山口県 3 戸井製作(個人名) 下関市彦島江の浦町2-3-6
1979-1986 
1986廃止

山口県 4 (有)船舶内装 下関市彦島江の浦町5-5-18

山口県 5 大同塗装(株) 下関市彦島江の浦町6-15-12.

山口県 6 (有)関電社 下関市彦島福浦町3ァト13

山口県 7 林兼造船(株) 下関市彦島田の首町1-7-27

山口県 B 三菱重工業(株) 下関造船所 下関市彦島江の浦町6-16-1 1955-1978 

山口県 9 (株)スケダ 宇都市大字小串字沖の山1987-4
1987-2003 

※3 
2003廃止

山口県 10 上生機工(株) 宇都市港町1-14-26

山口県 11 ニ葉塗装(株) 下松市大字笠戸島706

山口県 12 
(株)新笠戸ドック

笠戸造船所 下松市大字笠戸島29-120 ~初日6
A笠戸船渠f株〉

一 一」ー
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1目住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

山口県 13 協進工業 熊毛郡平生町宇佐木507-7 -1999 

山口県 14 (株)光洋舎 熊毛郡平生町佐賀

山口県 15 松庫海事(株) 平生工場 熊毛郡平生町佐賀

山口県 16 
河上二E業所(個人名)

熊毛郡田布施町波野165-10 1973頃A河上工業

徳島県 和田工業(個人名) 阿南市橘町豊浜24-1

香川県 有貴工業(株) 丸亀市昭和町30

川崎造船(株)
J 

香川県 2 
ム川崎重工業(株) 坂出工場 坂出市川崎町1 1967-1985 

香川県 3 
カワサキテクノウヱーフ‘(株)

坂出市川崎町1 1975-1985 ※2 
.6.)11重坂出サービス(株)

香川県 4 植田造船所 東かがわ市引回

香川県 5 
(有)勝彬本装

さぬき市津田町津田1437-8
1968-1999 

A勝彬木装(株) 1999廃止

愛媛県 6 (有)東予断熱 西条市楠甲609-6 ※2 

愛媛県 7 (有)近藤造船所 西条市西ひうち6-9 ※1 

愛媛県 8 鎌田産業(有) 今治市宮下町ト8-24
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(sI日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出奥 HP 
現住所とは異なるものがある)

愛媛県 9 有井組 今治市波方町大浦1519-7 ※2 

愛媛県 10 (有)安来工業 今治市大西町新町945 1967-1993 ※2 

愛媛県 11 (株)大洋鉄工 今治市大西町新町945

愛媛県 12 (株)新来島製作所 今治市大西町脇甲882-3

愛媛県 13 新居国鉄工(株) 今治市大西町九王2256-12

愛媛県 14 (株)橘屋 船舶部 今治市国分1-8-55 ※2 

愛媛県 15 阿部木工(株) 今治市高部甲44-1 1970-1988 

愛媛県 16 今治造船(株) 今治市小浦町0-4】 52 -1999 ※1 

愛媛県 17 波止浜造船(株) 今治市波止浜1 1988廃止

愛媛県 18 (有)藤原組原造、藤機原
ム藤 、 造機

今治市上浦町井口5767-10 1970-却 05

愛媛県 19 
白浜造船(有)

八幡浜市保内町川之石1香耕地236-50
※1、

ム白浜造船(株) 2、3

高知県 高知県造船(株) 高知市長浜5015-1

高知県 2 (有)日新技研 高知市比島2-16-54 ※1 
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コード 連番 企業名(Ll.1日名称) 工場名
住所(Ll.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

高知県 3 近成工業(株) 高知出張所 高知市

福岡県 寺本断熱(個人名) 大牟田市船津町357-63
※1、
2、3

福岡県 2 若松造船(株) 北九州市若松区北浜1-9-2

佐賀県 漬崎内装 唐津市呼子町呼子4188-25 ※1 

佐賀県 E 小野原工業(有) 伊万里市大川町立)11705-3 1998廃止 ※1 

伊万里嘗業所
佐賀県 3 (株)日本冷熱 ム営佐業世所保伊万里 伊万里市黒川町塩屋5-1 1973-1975 ※1 

長崎県
(株)吉本ハイテック

長崎市神ノ島町1-361-1 ※2 
ム(資)吉本協運

長崎県 2 (株)日本冷熱三菱 長船事業所 長崎市飽の浦町1-1 1966-1981 

長崎県 3 三菱重工業(株) 長崎造船所 長崎市飽の浦町ト1 1930-1981 

長崎県 4 (有)西部保温工業所 長崎市飽の浦町ト1

長崎県 5 長田工業(株) 長崎市飽の浦前1-1 1963-1981 

長崎県 6 キュウニチ(株)
長崎出張所 長崎市飽の浦町1-1 ※3 

九州日アス工事(株)

長崎県 7 松石電設工業(株) 長崎市飽の浦町1-1
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(1'>.18住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

長崎県 8 不二興産(有) 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 9 (有)長崎木装 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 10 (有)伊藤鉄工所 長崎市飽の浦田T1-1

長崎県 11 
伊藤工業所

長崎市飽の浦町1-1
Aまるい工業

長崎県 12 (株)日本冷熱エ度 工事部 長崎市飽の浦町1-1

長崎県 13 長菱船舶工事(株) 長崎市飽の浦町1-1 ~1981 

長崎県 14 琴A海田塗中装皇室装〈個人名) 長崎市西海町1776-216

長崎県 15 (有)銀屋工業所 長崎市脇岬町3628-48 ※1 

長崎県 16 林兼船渠(株) 長崎市深堀1

長崎県 17 (株)山本造船所 長崎市浪の平町

長崎県 18 三よ造船(株) 長崎市圏分町3-22

， 

長崎県 19 (有)森寿工業 長崎市新戸町

長崎県 20 長崎船舶装備(株) 長崎市西琴平町1-5 1965"--1985 
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コード 連番 企業名(ムl日名称) 工場名
住所(~I日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出典 HP 
現住所とは異なるものがある)

長崎県 21 原因組 長崎市香焼町3021-8

長崎県 22 町本建設 長崎市大浦出雲町61

長崎県 23 日本管業(株) 長嶋市滑右1-6-11

長崎県 24 (有)川田木工 長崎市上戸町1-12-16 ※2 

長崎県 25 (株)日本冷熱 長与工場 西彼杵郡長与町高田郷3441-1

長崎県 26 三菱エンジニアリング(株) 長崎事業所 西彼杵郡時津町浜田郷536-10 ※1 

長崎県 27 (有)装和工業 西彼杵郡香焼町

長崎県 28 梶原船舶塗装(株) 佐世銀出張所 佐世保市立神町無番地
※1、
2、3

長崎県 29 佐世保重工業(株) 佐世保造船所 佐世保市立神町無番地 -1984 ※2 

長崎県 30 (株)日本冷熱 佐世保支社 佐世保市立神町無番地

長崎県 31 (株)高富鉄工所 今佐世保市立神町無番地 1985以前 ※2 

長崎県 32 (資)吉本組 佐世保市立神町無番地 ※1、2 1 

長崎県 33 長野精器(株) 佐世保出張所 佐世保市立神町無番地
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間 特記 出奥 HP 
現住所とは異なるものがある)

長崎県 34 (有)須藤産業 佐世保市立神町無番地

長崎県 35 和光船舶工業(株) 佐世保市立神町22 1983~初03 ※3 

長崎県 36 (株)協和熱工業 佐世保市山祇町8-2 ~2004 ※2 

長崎県 37 千代(株) 佐世保市天神2-241-1 ※2 

長崎県 38 (有)西海告ンク工業 佐世保市御船町5-5

長崎県 39 勝敏産業(株) 佐世保市小島町21-1

長崎県 40 共立レンジクラフト(株) 西海工場 北松浦郡鹿町町下歌ヶ浦免780-27

大分県 平戸工業(有) 佐伯市弥生大字井崎1124

大分県 2 大石工業(有) 佐伯市大字鶴望3704-7

大分県 3 (有)共立工業 佐伯市大字鶴望4665 ※Z 

大分県 4 第一工業(有) 佐伯市鶴谷区 ※2 

大分県 5 堀塗装(有) 臼杵市井村ト12

鹿児島県 大世工業(株) いちき串木野市新生田T180
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コード 連番 企業名(.b.1日名称) 工場名
住所(.b.1日住所) (操業時住所等で、

現住所とは異なるものがある)

鹿児島県 2 森工業(株) いちき串木野市

出典
1)厚生労働省.石綿lまく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、初日8、2009、2010)

~ 
J 
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確認操業期間 特記 出奥 HP 

※1事柔場での右綿取り扱いなし
※2造船所内での間接ぼく露
※3その他の事業所での作業庭あり



押伽件直面唱謹

，己申，



船舶所有者

コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名 住所現(.6.住I目住所) (操業時住所等で、 確認操業期間
石綿使

出典 HP 所とIま異なるものがある) 用量権

北海道 日東水産(株) 稚内市港5-6-28

宮城県 八奥漁業(株) 石巻市魚町2-12-1

東京都 川崎汽船(株) 東京都港区西新橋1-2-9 1 

東京都 2 
(株)マルハニチロ水産

東京都千代田区大手町1-1-2 1 
A大洋漁業(株)

東京都 3 旭海運(株) 東京都港区海岸トト18

東京都 4 飯野海運(株) 東京都千代田区内幸町会1-1 1 

東京都 5 板谷商船(株) 東京都板橋区板橋4-6-1 1 

東京都 6 
(株)商船三井

東京都港区鹿ノ門会1-1 1 
A大阪商船三井船舶(株)

東京都 7 川崎近海汽船(株) 東京都千代田区霞ヶ関1-4-2 1 

東京都 B 京北海運(株) 東京都中央区新川トト11 事業場廃止 1 

東京都 9 神戸汽船(株) 東京都港区三回3-4-10 事業場廃止

東京都 10 三光汽船(株) 東京都千代田区肉幸町会会3
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コード 連番 企業名(.6.1日名称) 工場名
住所(ム旧住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量権

(株)商船三井
東京都 11 

ムジャパンライン(株)
東京都千代田区丸の内2-2-2 1 

東京都 12 昭和郵船(株) 東京都千代田区丸の内3-1-1 事業場廃止 1 

東京都 13 新和海運(株) 東京都千代田区大手町1ーか1

東京都 14 第一中央汽船(株) 東京都江東区東陽3-7-13

東京都 15 大洋商船(株) 東京都千代田区丸の内1-1-2 事業場廃止

東京都 16 千代田汽船(株) 東京都千代田区丸の内会会2 事業場廃止 1 

東京都 17 ム日本日水水船産舶(株(株)) 東京都中央区日本橋室町1-7-1 1 

東京都 18 日本水産(株) 東京都千代田区大手町2-6-2
m 

東京都 19 日本郵船(株) 東京都千代国区丸の内2-3-2 1 

東京都 20 三菱鉱石輸送(株) 東京都千代田区丸の内3-4ー1

東京都 21 
(株)商船三井

東京都干代田区一ツ橋1-1-1A山下新日本汽船(株)

東京都 22 
商船三井テクノトレード(株)

東京都千代田区丸の内会6-2A山和商船(株)

東京都 23 
NSユナイテッド海運(株)

東京都千代田区大手町1-8-1 1 
.6.新和海運(株)
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コード 連番 企業名(..6.1日名称) 工場名
住所(..6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

東京都 24 
(株)二子レイ

東京都中央区築地6ー19-20
A日本冷蔵(株)

東京都 25 共同船舶(株)
東京都中央区豊海4-5

ム日本共同捕鯨(株)

大阪府 大阪船舶(株) 大阪市西区江戸堀1-18-11

大阪府 2 関西汽船(株) 大阪市港区弁天6-7-15

兵庫県 寄神オーシャン(株) 神戸市兵庫区七宮町会1-1

兵庫県 2 
商船三井テタンカー管理(株)

神戸市中央区海岸通5
A津山汽船(株)

兵庫県 3 (株)川崎造船
神戸市中央区東川崎町3-1-1

A川崎重工(株)

兵庫県 4 乾汽船(株) 東京都中央区日本橋本町1-7-'4

兵庫県 5 大三運輸(株) 神戸市灘区摩耶埠頭 事業場廃止

兵庫県 6 
トレーディア(株)

神戸市中央区海岸通ト2-22
ム大日通運(株)

兵庫県 7 八馬汽船(株) 神戸市中央1&*防74

岡山県 三井造船(株) 宝野事業所 玉野市玉3-1-1 1 

広島県 広伸海運(株) 呉市多賀谷1-3-17 事業場廃止
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コード 連番 企業名(ム旧名称) 工場名
住所(.6.1日住所) (操業時住所等で、

確認操業期間
石綿使

出典 HP 
現住所とは異なるものがある) 用量*

広島県 2 瀬戸内海汽船(株) 広島市南区宇品海岸1-12-23

広島県 3 マツダマリン(株) 大阪市西区西本町1-8-2

山口県
(株)マルハニチロ水産

東京都千代田区大手町1-1-2
A大洋漁業(株)

山口県 2 阪九フェリー(株) 下関市竹崎4-6-8

香川県 宇高国道フェリー(株) 高松市北浜町ト1

福岡県 1 日本水産(株) 東京都千代田区大手町会6-2

福岡県 2 九州郵船(株) 福岡市博多区神屋町ト.27

長崎県 1 長運水産(株) 長崎市旭町長22 1 

長崎県 2 山回水産(株) 長崎市旭町3-22

出典
1)厚生労働省:石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表(2005、2008、2009、2010)
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石綿による疾病の認定における
医学的留意事項について

石綿による疾病の認定に関する研修
平成24年7月17日

資料@



石綿による疾病

1 .石綿肺
・じん締管理区分が審理41こ該当

.石綿肺に合併した疾患

之輔が
a原発性肺がん，絡織強iま間わない

3. 目撃
-腕藤，腹膜， 'os葉，又は精巣鞘膜に発生した中皮躍

ヰ詰まん性鞠膜賠

5 良性石綿胸水
・全事案本省協議



石綿ばく露の医学的指標

-胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

画像所見:胸部X線写真樹CT

肉眼的闘病理組織学的所見:手術綱剖検

@石綿小体鑓石綿繊維

顕微鏡(光学総位相差闘置顕)所見:

曙疾箇肺臨洗浄液縁生検肺細切除肺 a剖検肺



胸膜プラーク



胸膜プラーク

1 )慰俣IJ胸膜に発生する限局性の病変で、通常は両側に多発
する。

2)わが国では、石綿ばく露に起因する変化で、あるといってよく、
石綿ばく議後10年以上経過して発生する。

3)肉眼的には、白色で光沢のある蜂起性病変で、病理組織学
的には硝子化を伴う線維化巣で、ときに石灰化を伴う。

4)好発部位は、①中肺野の腹側、②下肺野の背側、③傍椎

体部、④横隔膜、の皇室側胸膜である。

4)自覚症状網呼吸機能障害はなく、労災補償の対象ではない

が、石綿ばく露があったことを示す病変で、あり、石綿関連疾

患、の診断上重要な所見であるO



胸膜プラーク

Microscopic finding(H.E. stain) 



腕膜プラーク



石綿小体細石綿繊維
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Electron microscopic image 



石綿小体と石綿繊維

光学顕微鏡 位相義顕微鏡



石綿による肺がん



f石綿による柿がんJの認定基準

(1 )第1型以上の石綿綿
(2)胸膜プラーク十10年以上の石綿ばく露作業従事期間
(3)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア乾燥腕麓量19当たり5，000本以上の石綿小体
イ乾操肺重量19当たり200万本以上の石綿繊維(5μm趨)
ウ乾燥肺霊叢19当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
エ気管支鏡肺胞洗浄液1ml中5本以上の苓綿小体

オ締組織切片中の石綿小体または石綿繊維
(4)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア鞠部正面エックス線写真により胸膜ブラークと判断で守る明らかな陰影が認めら
れ、かつ、胸部CT閥錬により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。

イ胸部CT闇像で胸膜プラークを認め、左布いずれか一側の胸部cτ画像上、絢膜プ
ラークが最も広範割に描出されたスライスで、その広がりが鞠壁内側の1/4以上
のもの。

(5)特定の石綿ぱく露作業への従事期隣が5年以上あること。
調石綿製品製造(石綿紡織製品・石綿セメント製品)
舗石綿吹き付け作業

(6)びまん性鞠膜杷j掌





「石綿による肺がん」の認定基準

(1 )第1型以上の石綿締

(2)胸膜プラーク+10年以上の石綿ばく露作業従事期間
(3)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア乾嬢柿藁量担当たり5，000本以上の石綿小体

イ乾燥肺叢量19逝たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)

ウ乾燥肺重量19当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)

エ気管支鏡肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
オ蹄紹織鵠片中的高緯IJ主体または高綿繊維

(4)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期需

ア胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認めら
れ、かつ、締部cγ臨像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。

イ 胸部CT画像で胸膜プラークを認め、在者いずれか一側の胸部CT間像上、胸膜プ

ラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上
のもの。

(5)特定の石綿ばく露作業への従事期間が5年以上あること。

・石綿製品製造(石綿紡織製品・石綿セメント製品)
嵯石綿吹き付け作業

(6)びまん性胸膜間摩



組織切片上の石綿小体数と石綿小体濃度
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肺組織切片中の石綿小体

1 )組織切片1cm2あたり0.5本以上の石綿小体があれば大半

の症例(82%)は締内石綿小体濃度が5，000本以上で、あるO

2)組織切片1cm2あたり0.1本以上の石綿小体があれば多く

の疲{伊iJ(72%)は肺内石綿小体濃度が5，000本以上で、ある O

3)通常，組織切片の大きさは4-6cm2で、あるから組織切片

1枚!こ1本の石綿小体を認める場合は，組織切片1cm2あ
たり0.1本以上であり， 72%の症例は肺内石綿小体濃度が

5，000本以上であると雷える。



「石綿による肺がん」の認定基準

(1 )第1艶以上の街綿綿

(2)胸膜プラーク十10年以上の石綿ばく露作業従事期間

(3)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア乾燥肺建議19当たり5，000本以上の石綿小体

イ乾蟻締意義19当たり200万本以上の石綿繊維(5μm趨)
ウ乾燥腕章義19当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
エ気管支鏡腕胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体

オ肺級繊切片中の石綿小体または石綿繊維
(ヰ〉以下的いずれか十ヱ年以上の答綿Itく議作業経事期間

鱗器工巨額エックス鰻塁率糞によL)>>毎欝ブラ…クと斡鱗できる瞬らかなi襲警3が認めら
れ、かつ、韓部口鶴{象i二よザ患該i壊影が機綾ブラ…タとして確認されるも"，o0 

錦部cτ欝畿で緯鰻ブうを認め、さま名いずれか一機的織部口鶴畿上%鞠膜ブ
ー ι が最もj去範鶴i二議損されたスうイスで¥そぬj去がりが鵜壁内機のヱ/4以上

めもの。

(5)特定の石綿ばく露作業への従事期間が5年以上あること。

・石綿製品製造(石綿紡織製品・高綿セメント製品)
輔石綿吹き付け作業

(6)びまん性絢膜胞膜
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胸部XPによる胸膜プラ}ク分類別にみた肺内石綿小体濃度と疲例数

員li内石綿小体富里Iif仏B/gdry lung) 務総IJ、体濃度~IJ捺例数(%)

絢機プヲーク分警護 筋肉石商事小体液Iif (AB/gむyl閣官}

査を小儀 後大古車 中央綴 費十
-999 1，000-4，999 5，000-

XP(ー)群 33 848，845 1，334 75 (72) 52(29) 53(29) 180(100) 

XP(+)害事 976 1，044，456 21，453 1 (2) 4(10) 37(88) 42(10ω 

平成22・23年度環境省請負業務報



胸部CTによる胸膜プラークの
広がりによる分類

Class 0 :締部CTで胸鰻プラークを認めない。

Class 1 胸部CTで胸膜ブラークを認め、在おいずれ
かー側のCT溜像において、胸膜ブラークが
最も広範醤!こ描出されたスライスで、その範
囲が腕壁内側の1/4未満。

Class 2 問じく、その範翻が綿密肉親IJの1/4以上。

胸援内側を4等分する方法

Class 2の痕例
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絢部CTによる絢麟プラーク分類別にみた肺内石綿小体濃度と症例数

腕内辛苦講義小体滋皮仏Bfgdryl四自主 15綿小体濃度]JIJ茄H日j数(%)

腕麟プラーク分瀕 脈内石総小体話題~ (ABfgむylung)
後小イ直 長を大{盛 中炎後 普十

-999 1，000-4，999 5，000-

Class 0 33 158，024 635 56 (63) 21(24) 12(13) 89(100) 

Class 1 81 848，845 3，879 14 (23) 20(33) 26(43) 60(100) 

Class 2 55 1，044，456 14，447 6 (8) 15(21) 52(71) 73(100) 

平成22“23年度潔壊省錆負業



胸膜プラークの画像所見と
肺内石綿小体濃度

1 )胸部正臨エックス線写真で、明らかな胸膜フラークが認めら

れれば、殆どの例(約9割)は肺内石綿小体濃度が5，000本

/g dry lung以上と推定される。

2)胸部cγで胸壁内側の1/4以上を占める胸膜プラークが認

められれば、多くの例(約7割)は、肺内石綿小体濃度が
5，000本/gdry lung以上と推定されるO



胸膜プラーク読影上の留意点
一胸部単純正酷エックス線写真一

胸部単純正菌エックス線写真において壁側胸膜の限局性肥摩を示す所見であり、

次のりまたは2)のいずれかの所見が得られた場合、胸膜プラークがあるものと診断

する。

1 )両側又は片側の横隅膜に、太い線状ないし慌状の石灰化陰影が認められ、肋横

角の消失を伴わないもの。

2)i商棋の額IJ絢撲の第6肋骨~第10肋骨の内慎，IJ/こ、石灰化の有無を間わず、左右が

非対称性の限題性胸膜肥j享陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。

読影にあたっては以下の点に欝意する。

① 慎IJ腕壁内側の胸膜賠康所見については、絢筋による陰影、胸膜下脂肪組織に

よる陰影、肋骨随伴陰影、古い肋骨々折後の化骨像、胸接種揚などの鑑完IJす

べき陰影があることに注意する。

②肋横角の消失がある場合には、胸膜炎や膿胸などの胸膜疾患の後遺疲の可

能性がある。このため、肋横角の消失がある側では胸膜プラークの有無につ

いての診断は行わない。



胸膜プラーク読影上の留意点
一胸部CT-

絢部CT関錬において援側胸膜の限局性肥j撃を示す所見であり、縦鏑条件及び
腕野条件で、次の1)、 2)、3)および引をすべて満足するものを胸摸プラークと
診断する。

1 )杷厚部分の践影濃度(CT1寵)が胸筋と比べて同等またはそれ以上であること0

2)胸膜偲摩が認められるスライス画像で、把軍部分が水平方向にシ…ト状の広
がりを示し、肥厚の境界都が明らかであること。

3)肥厚部分の頭島領IJ方向の広がりが複数のスライスにわたって認められること。

引肋間動静脈、胸膜下脂肪、種々の胸膜炎・膿腕・出胸・開胸術などに伴う絢膜
肥揮ではないこと。また、肺末梢病変に伴う胸膜肥厚様所見でないこと。



胸膜ブラーク典製例(その1)
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胸膜プラーク典型例(そのお



胸膜ブラーク Class2の定例



胸膜プラーク Class1の症例



一側のみの締膜ブラーク



右側は胸膜プラーク
左側は結按性胸膜炎

「肋膜炎jの既往(11議)あり



胸膜プラークとの鑑別…胸膜下脂肪…



胸膜プラークとの鑑別ー肋普骨折痕ー

左第5-8肋脅骨折



胸膜プラークか?ー微妙な銀側一

手術で檎膜プラ…クなしを確認



肺がん例の提示



在腕癌(下葉発生属平上皮癌)



左腕癌(上葉発生膿癌)







「石綿による肺がん」の認定基準

(1 )第1型以上の石綿肺
(2)胸膜プう…ク十10年以上の石綿ばく露作業従事期間
(3)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア乾操肺霊童話当たり5，000本以上の石綿小体
イ乾燥締霊麓19当たり200万本以上の石綿繊維(5μm趨)
ウ乾燥擁護最19当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
エ気管支鏡腕胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
オ肺組織切片中の石綿小体または石綿繊維

(4)以下のいずれか+1年以上の石綿ばく露作業従事期障

ア胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認めら
れ、かつ、胸部CT翻{象により当該i陰影が胸膜ブラークとして確認されるもの。

イ胸部CT癌像で胸膜ブラークを認め、友布いずれか…傑の胸部CT翻像上、胸膜プ

ラークが最も広範聞に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上
のもの。

(5)特定的石綿ばく議作業へ的f量挙態開会ち年以上あるこ<-'0

強答緯製品裂選(高締結織製品爵石綿セメント製品)
a内締吹き付i村学

(6)びまん性胸膜肥原



石綿ぱく露作業

(1 )石綿鉱山，付購施設における探掘圃轍出贋粉砕綱精製作業

(2)倉i車内における石綿原料等の袋詰め・運搬作業

(3)右綿製品の製造工程における作業

ア石綿紡織製品

イ喜三綿セメント製品

ウ弼熱性石綿製品(ボイラー被覆・船舶用禰隷のライニング・ジョイントシーリング・ガスケット等)

ヱ耐摩耗性石綿製品(ブレーキライニング等)

オ電気絶縁性，傑j愚性，樹酸性等の性質を手草する右綿製品(電線絶縁紙・係温材等)文は石綿含有
製品(電解隔藤欄タイル等)

(約者綿続き付iす作業

(5)石綿製品を用いた断熱・保温のための被覆網補修作業

(6)石綿製品の加工作業

(フ)建物の構修・解体作業

(8)船舶，車問の補鯵・解体作業

(9)石綿を不純物として含有する鉱物(タルク等)の取り扱い作業

(10)(1)......(9)以外で，これらと間程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業

(11)(1)......(10)の作業の鹿沼等において間接的なばく露を受ける作業



f石綿による肺がん」の認定基準

(1 )第1型以上の石綿蹄
(2)胸膜プラーク+10年以上の石綿ぱく露作業従事期間
(3)以下のいずれか十1年以上の石綿ばく欝作業従事期間

ア乾蝶肺重量19当たり5，000本以上の石綿小体
イ乾燥腕章量19当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
ウ乾繰腕重量19逝たり500万本以上のお綿繊維(1μm超)
エ気管支鏡肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体

オ肺組織窃片中の石綿小体または石綿繊維
(4)以下のいずれか+1年以上の石綿ばく露作業従事期間

ア胸部正酪エックス線写真により胸膜プラークと半IJ新で、きる明らかな陰影が認めら
れ、かつ、鞠部CT臨像により蛍該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。

イ胸部CT蘭像で絢膜プラークを認め、左右いずれか一側の鞠部CT関像上、胸膜プ
うークが最も広範閤に描出されたスライスで、その広がりが胸援内側の1/4以上
のもの。

(5)特定の石綿ばく議作業への従事期間が5年以上あること。
・石綿製品製造(石綿紡織製品・石綿セメント製品)
.石綿吹き付け作業

(ちHsまん性胸膜艶



びまん性胸膜把厚



びまん性胸膜肥厚の認定基準

高綿ばく露労働者に発痕したびまん性締膜賠患で、あって、 (1)から(3)のいずれの要

件にも該当する

(1 )胸部エックス線写真上、服j事の広がりが、片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の
1/2以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の1/4以上あるものであること。

(2)著しい時吸機能障害を伴うこと。
この著しい呼吸機能障害とは、次のア又はイに該当する場合をいうものであること。
アパーセント肺活最(%VC)が60%未満である場合
イパーセント腕活最(%VC)が60%以上80%未満であって、次の(ア)又は(イ)1こ該

当する場合
(ア) 1秒率が70%未満であり、かつ、パーセント1秒量が50%未満で、ある場合
(イ)動脈血酸素分定(Pa02)が60Torr以下である場合又は締胞気動脈出酸素

分配較差(AaD02)が那農の限界値を超える場合

(3)石綿ぱく露作業への従事期間が3年以上あること。



ち絡iこよる露英鰭の認定基準〈びさまん性鞠膜慰霊襲爵様〉の設iEo:mてイント

1 認鐙基準

改正読の議準 改正後の

若線作議従事英語鶴3年以上 現行どおり

著しい呼吸機能穣警がある (2)現行どおり

控懇の簿さ5mm以 機織線機織畿 不要警 (DEl撃の撃さ!玄関わない〉

現行どおり

2 認定{こ当疋つての題意事議

びまん投総鱗館長率の適認な診断の確認

。びEまん性総鱗癒率と i立、お綿iまく露をj奈留まごして畿織鞠撲と撃を側総緩

がゆ議して長三範襲警に慰摩する状態を指すが、その診断は認定義準の;t5IJ

2 ( rびまん桧檎鱗艶翠j の診断方法)の内容に員IJして行われたもので

あること。

。びまん性腕建築麓簿と問様の状態!立、石綿関逮疾態以外の勝疾態等に伴

いよくみられるものであることから、他の疾態との鐙;t5IJが議切に好われ

ていることの

擁護のf土議み



びまん性胸膜肥j草診断の留意点

(1 )薗橡診断

-鞠部エックス練写真による診断

紡横角の滅失

肥擦の範臨

胸膜の厚さの基準はなし

-胸部CTによる診断を合わせ行う

(2)鑑別すべき疾患匝病態

ア感染症(縮欝性膿胸、結核性胸鰻炎)

イ勝原購(1)ウマチ投胸購炎ほか)

ウ薬剤性線維性鞠鱒炎

二じ敢射線治療(後)

寸外傷性血胸

カ冠動脈バイパス術等の関胸術(後)

キ尿毒症性胸膜炎

ク悪性鰻揚

(3)腕水が持続貯留し被包化された症例については、良性石綿胸水又はびまん性胸膜腿j事のい

ずれの診断名であっても、著しい呼吸機能欝蓄を聾するもの昨労災補償の対象とするのが望
ましい。(検討会報告審平成24年2月)





悪性胸膜中皮腫



石綿による中皮腫の認定基準

(1 )石綿ばく露労働者に発症した中皮臆(胸膜・腹膜繍心模・精巣鞍膜)
(2)最初の石綿ぱく露作業を鵠始した時から10年未満で発症したものを除く
(3)以下のいずれか

ア石綿肺の所見が得られていること
イ 1年以上の石綿ばく欝作業従事期開

中茂艦は診断が閤難な疾患である

1 )病理学的検査
・適切な様本:部位、量
膨陽?生・除性マ…カーによる免疫漁色
-肺がん、その他のがん、結核性胸膜炎、その怖の炎症性胸水との鑓覧Ij

.体腔液細蹄診(細胞診のみで診断可能な例も一部にある)

2) 競沫ヂ…タ
・臨床所見・経i最
-盟像網"・岨経過かわかるように

‘腫嬢マーカー



中皮腫の組織型別の抗体選択

iSarcomatoid iEphtelio司111

Ephtelioid type 

CEA CEA 

Negative marker BerまP4 CD34 

ER etc. 

Sarcomatoid type 



髄鰭欝で欝欝で審易摩争疲欝協議分位上競翠

議設立や皮畿の号誉教的な籍総所箆(1)

丁寧な細胞の観察と、種々の
免疫組織化学染色を行うこと
により、感性中皮腫と、腺癌固
反応性中皮の鑑別は可能で
あり、中皮腫の阜期診断につ
ながる。



主治医

労災認定までの流れ

意見番

一一一一一一歩
ぐ一一一一一一

~韻 認定 ¥ミで止や

業務委託
(2009.8. --) 

宿綿確定診断委員会

病理底繍放射線陸・臨床態・疫学者・

農業衡強学者揚鉱物学者

(独法)労鶴者健康福祉機構



ご清聴有難う御座いますO



置*-4@1

石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領(案)

本調査実施要領は、石綿による疾病のうち、肺がん、中皮腫九良性石綿胸水

及びびまん性胸膜肥厚に係る労災請求事案について、別添の調査票を使用す

ることにより、業務上外の認定を迅速・適正に行うことを目的として作成し

たものである。

調査票は、 f1 基本情報J、 frr 医学的情報」、 frn作業歴情報」、 frv診断

(意見書)J、 fV石綿ばく露歴聴取票」から構成されており、このうち、 frr

医学的情報J、 frv診断(意見書)Jについては、各疾病ごとに別様式として

いる。また、調査票は、その記入欄を最小限とし、必須項目には調査すべき

〔 資料を示すとともに、調査した事項をチェックする方式としているが、その

記入に当たっては、確認できる範囲で足りるものとする。

なお、認定基準には、上記の 4疾病のほか、石綿肺(石綿肺合併症を含む。)

が掲げ、られているが、当該疾病については、本調査実施要領によることなく、

じん肺法の定めるところにより従前の方法によって処理するものである。

調査票ごとの留意事項は、以下のとおりである。

1 f 1 基本情報」について

労働保険番号、事業の名称等の事業場情報については、石綿ばく露作業に

( 係る保険関係上の最終事業場の情報を記入すること。

2 frr 医学的情報」について

(1) 医証等の保存年限

石綿による疾病であることを判断する際に収集する主な医学的資料とそ

れぞれの保存年限は、次のとおりである(別添「石、綿関連疾患の関係書類

l乙係る保存年限J参照。)。

① 死亡診断書(死亡時に遺族に交付。死亡届に添付の死亡診断書は所轄

法務局で 27年間保存。) (戸籍法施行規則第 49条)

② 診療録 5年(医郁法第 24条)

③ 肺機能等の検査記録 3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第 9



条)

④ 病理解剖記録、病理組織検査記録 3，年(同上)

⑤ エックス線、 CT等の検査記録 3年(向上)

⑥ じん肺管理区分の決定関係綴 30年(都道府県労働局が定める文書保

存期間に係る規定)

⑦ 健康管理手帳交付台帳 30年又は常用(都道府県労働局が定める文書

保存期間に係る規定)

医療機関等に保存される資料の法的保存義務は上記のとおりであるが、

診療録等については、 10年程度保存している医療機関(大学病院等研究

機関においてはそれ以上の期間)ち多く、また、病理組織検査記録につい

ては、日本病理学会で永年保存とする旨の独自の指針を定めているので、

医学的資料の収集に当たって留意すること。

(2) 各疾病について、診断名及びその診断根拠を明らかにするとともに、業

務起因性の判断のために必要となる医学的事項を確認するため、 W → lか

ら 4に主治医等に対する照会事項を記載した「診断(意見)書」の様式を

示したので、主治医等に対して照会する際には当該様式を依頼文に添付す

ること。

(3) 疾病別の留意事項

ア肺 がん

(7) 肺がんについては、主治医等の意見書により、原発性肺がんである

か否かについて確認を行うこと。

(イ)被災労働者が、認定基準記の第 lの 2の(3)のア、イ若しくは凶のい

ずれかの作業に従事し、当該作業への従事期間又はそれらを合算した

従事期聞が 5年以上認められる場合には、以下に示す石綿ばく露に関

する医学的情報は不要であること。

(ウ) 石綿ばて露に関する医学的情報に係る資料としては、石綿肺又は胸

膜プラークの所見を示す胸部エックス線写真、胸部 CT画像、胸腔鏡

検査結果、手術記録、剖検記録がある。石綿小体又は石綿繊維は、石

綿肺所見及び胸膜プラークのいずれもが認められない場合において、

石綿ばく露を推定し得る重要な指標であるが、身体への侵襲的方法に
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よってしか得られない情報であるので、気管支肺胞洗浄液検査、手術

(摘出術)、剖検が実施されている場合民、認定基準記の第 2の 2の

(3)に示された乾燥肺重量 19当たりの石綿小体・石綿繊維の計測、気

管支肺胞洗浄液 1m1中の石綿小体の計測及び肺組織切片中の石綿小体

・石綿繊維の検査が行われていたか否かを確認し、それが行われてい

た場合にその記録を求めるものであること。

したがって、石綿にばく露したことを示す医学的所見を確認するた

めの調査においては、プ般的には、①第 1型以上の石綿肺所見の有無、

②認定基準記の第 2の 2の(4)のア又はイのいずれかの要件を満たす胸

膜プラーク(以下「広範囲な胸膜プラーク j という。)の有無、③上

記②以外の胸膜プラークの有無、④乾燥肺重量 19当たりの石綿小体

・石綿繊維の計測結果、気管支肺胞洗浄液 1叫中の石綿小体の計測結

果又は肺組織切片中の石綿小体・石綿繊維の検査結果、の順に確認す

るものであり、①の所見があることが確認できる場合は②、③及び④

の調査を、②の広範囲な胸膜プラークがあることが確認できる場合は

③及び④の調査を、③の胸膜グラークがあることが確認できる場合(た

だし、石綿ばく露作業従事期聞が 10年以上ある場合に限る)は、④

の調査をそれぞれ行う必要はないこと。

(エ) 石綿肺及び胸膜プラークの存在が確認できず、石綿小体又は石綿織

維の計測等も行われていない場合であって、手術(摘出術)又は剖検

により肺組織のパラフィン包埋ブロック又はホルマリン固定された標

本が保存されているときは、肺組織(非腫蕩部の一定以上の肺実質組

織)中の石綿小体又は石綿繊維の数について確認すること(詳細は石

綿小体計測マニュアル第 2版、 1ページを参照のこと)。

なお、石綿小体については、中央労働災害防止協会のほか、労災病

院に設置されたアスベスト疾患センターのうち 10か所のアスベスト

疾患センターで計測が可能であるが、石綿繊維については、計測が可

能な機関が限られていることから、計測の必要性が生じた場合には、

本省に照会すること。

(オ) 認定基準第 2の 2の(3)のアに示す乾燥肺重量 1g当たりの石綿小体
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の数については、標準的な方法(認定基準に示された方法)により計

測されたものであるか確認し、当該方法により計測されたものでない

場合には、実施医療機関に対し、当該方法による再計測が可能か確認

すること。再計測ができない場合には、検体の貸し出しを受けた上で、

アスベスト疾患センターに依頼すること。

イ 中皮腫

中皮腫については、病理組織検査結果に基づく確定診断(がんの組織

型の確定及び他疾患との鑑別等)が行われていることが原則であるので、

病理組織検査記録及び他疾患との鑑別根拠に係る医証を求めること。

病理組織検査が行われていない場合には、改めて病理組織検査に基づ

く確定診断が行われるようにし、それが実施できないものであるときは、 L 

①体腔液細胞診、②臨床検査結果(腫蕩マーカーを含む。)¥③画像所見、

④臨床経過、⑤他疾患との鑑別根拠等の医証を求め、局医等に判断を依

頼すること。

ウ 良性石綿胸水

胸水は石綿以外にも様々な原因で発症するため、良性石綿胸水の診断

には、除外診断により石綿以外の原因が否定されていることが必要であ

るが、その確定診断は困難なことが多く、呼吸機能障害の程度も様々で

あること等から、石綿ばく露作業の内容及び従事歴に係る調査結果に加

え、①胸部エックス線写真、②胸部 CT画像、③臨床所見、④臨床経過、

⑤臨床検査結果、⑥他疾患との鑑別根拠等の医証を添えて、本省に協議 ( 

すること。

エ びまん性胸膜肥厚

(7) びまん性胸膜肥厚の診断は、認定基準の別添に示された内容に即し

て行われるべきものとされていることから、下記(イ)の確認に当た

り、当該診断の適否について念のため確認すること。また、びまん性

、胸膜肥厚と同様の病態は、臨床上、感染症(細菌性膿胸、結核性胸膜

炎)等の石綿による疾病以外の肺疾患等に伴いよ《みられ'るものであ

ることから、びまん性胸膜肥厚の業務上外の判断に当たっては、診断

根拠となづた臨床所見、臨床経過、臨床検査結果等の資料を収集し、
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石綿ばく露を原因として生じたものとの診断が適切になされているこ

とを確認すること。

なお、石綿との関連性を推定する上で、石綿肺、胸膜プラーク及び

石綿小体・石綿繊維が参考となることから、これらについて確認する

こと。

{イ) 肥厚の広がりについては、直近の胸部 CT画像により、その程度を

確認すること。

(エ) 呼吸機能障害は、スパイロメトリー検査及びフローボリューム曲線

検査については、最良の検査結果により、動脈血ガス測定検査につい

ては、直近の検査結果により、その程度を確認すること。

なお、画像、呼吸機能検査成績の評価に際しては、病状の経過を把

握し、入手できたすべてのデータを閲覧した上で行うこと。

3 rm 作業歴情報Jについて

(1) 事業場名の欄には、被災労働者の過去の職歴について、作業現場ではな

'く、原則として被災労働者が雇用されていた事業場ごとに通算して記載す

るこを。

(2) 石綿ばく露作業に関する調査は次によること。

ア 被災労働者の雇用の事実に係る確認

請求書に事業主証明が行われていない場合には、請求人が申し立てる

石綿ばく露作業に係る事業場に被災労働者が雇用されていた事実につい

て、事業主や向僚労働者の証言のほか、社会保険の被保険者記録等によ

り確認すること。

イ 石綿ばく露作業の有無及び従事期間に係る確認

(7) 事業場が廃止されている場合

事業場廃止から相当期聞が経過していることなどから、事業主や同

僚労働者の証言等により被災労働者の石綿ばく露状況を確認すること

が困難な場合は、平成 17年 7月 27日付け基労補発第 0727001号「石

綿による疾病に係る事務処理の迅速化等についてJ (以下「迅速化通

達」という。)の記の lの(3)に基づき、請求人の申し立てる作業内容
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と社会保険の被保険者記録等の照合を行うことにより、石綿ばく露作

業の有無及び石綿ばく露作業従事期間について判断すること。

なお、当該事業場で石綿ばく露作業が行われていた事実を推定する

ための情報としては、上記社会保険の被保険者記録のほか、事業場の

事業内容が記載された登記簿(当該事業場の登記閉鎖後 20年間管轄

法務局において保存されている。)があるので、留意すること。

(イ) 事業場が現存している場合

a 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が認めて

わる場合

当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した

上で、請求人の申立て、事業主や同僚労働者の証言等に基づき、石 L 

綿ばく露作業従事期間について判断すること。

b 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が否定し

ている場合や、従事した事実が確認できないIため不明としている場

メ年
口

当該事業場の事業内容や同僚労働者の証言と、請求人の申し立て

る被災労働者の作業内容を照合し、石綿ばく露作業が推定できると

きは、当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定

した上で、請求人の申立てや同僚労働者の証言、社会保険の被保険

者記録等に基づき、石綿ばく露作業従事期間について判断すること。

(ウ) 被災労働者が複数の事業場で石綿ばく露作業に従事している場合 ( 

a 被災労働者が、認定基準記の第 Iの 2の(3)のア、イ若しくは(4)の

作業に従事している場合

請求人が申し立てる認定基準記の第 1の 2の(3)のア、イ若しくは

(4)の石綿ばく露作業に係る事業場のうち、最終のものからさかのぼ

って'、上記(7)又は(イ)の調査を行い、把握した石綿ばく露作業従事

期間が認定基準に定める 5年を満たす場合には、さらにさかのぼっ

て石綿ばく露作業に係る調査を行う必要はないこと。

なお、保険給付は、石綿ばく露に係る最終事業場の保険関係に基

ーづき行うこととなるので、最終事業場について必要な調査を実施す
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ること。

b 上記 a以外の場合

請求人が申し立てる石綿ばく露に係る事業場のうち、最終のもの

からさかのぼヮて、上記(7)又は(イ)の調査を行い、把握した石綿ば

く露作業従事期聞が、認定基準に定めた従事期間を満たす場合には、

さらにさかのぼって石綿ばく露作業に係る調査を行う必要はないこ

と。

(3) 上記(2)のばく露作業に係る調査に当たっては、 rv石綿ばく露歴聴取票J

を活用しつつ穂取調査等を行うことにより、被災労働者の石綿ばく露歴の

具体的内容について、可能な限り詳細に把握すること。

( (4) 上記(2)のイの(7)をはじめ、迅速化通達の記の Iの(3)に基づき石綿ばく

霧作業の有無等について判断した場合には、調査票皿の備考欄にぞの'旨を

記載すること。

(5) 調査の過程において、同僚労働者等に石綿による疾病を発症し労災認定

を受けた者がいることを把握した場合には、調査票田の該当欄にその旨を

記載すること。

(6) 被災労働者の石綿ばく露状況の把握に当たっては、石綿を取り扱う事業

場の近隣に居住した事実など、環境ばく露の可能性についても留意するこ

と。

(7) 石綿ばく露作業従事期間等について疑義がある場合は、本省に照余する

( こと。

4 取りまとめ

医学的情報及び作業歴情報に係る調査結果、 Nの診断(意見)書並びに労

災医員、じん肺診査医等の専門医から徴した意見書の内容を調査票の Iから

皿に取りまとめ、これを復命書に添付することし
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(参考資料)

石綿関連接患の関係書類に係る保存年限

区 分 書類名等 保 存 年 限 等

死亡診断書

診療録 5年(医師法第24条)(医療機関によっては10年程度保存)

肺機能等の検査記録 3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(同上)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)

石綿による疾病である エックス線、 CT等の検査記録 3年(向上)
ことの確定診断

死亡診断書等は所轄法務局で27年間保存(戸籍法施行規則第49条〉
I病名、死亡原因】 死亡届に添付の死亡診断書等の記載事項証明 (利害関係人は死亡届書等の記載事項証明書を請求できる(戸籍法第48条))

じん肺管理区分の決定関係綴 30年(都道府県労働局が定める文書保存期間に係る規定)

00 
管理区分の決定関係綴には、じん肺管理区分決定通知書

写、じん肺健康診断結果証明書写〔紛じん作業職歴、X線写真
による検査、胸部に関する臨床検査、肺機能検査、合併症に
関する検査)が含まれる。

石綿ば〈露の医学的 健康管理手帳交付台帳 30年又は常用(都道府県労働局が定める文書保存期間に係る規定)

所見
肺機能等の検査記録 3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

【石.石綿綿肺小・体胸膜プラー
タ {繊維)の

病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(同よ)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)

容在】 エックス線、 CT等の検査記録 3年(同上)

石綿に係る作業記録、健康診断記録
30年f特定化学物質等障害予防規則第38条の4、第40条):又は40年(石綿障害予防規則第

35条、第41条)

苔綿I耳〈露作業従事歴
会社の職歴証明等

会社の登記簿 閉鎖の場合は、本社管轄法務局の閉鎖した登記記録 20年保存(商業登記規則第34条)

厚生年金保険等の被保険者記録 (永年)

~ f¥  



石綿による疾病の業務上外の認定のための調査票

I 基本情報 局 署

労働保険番号 事業の種類

人

事業の名称 労働者数

代表者

事業場の所在地
右綿疾患労
災認定状況

口口
有・無

電話

生年月日 年月日 性別
ロロ
男・女

ふりがな

被災労働者氏名

請求時の状況 生 存 死 亡

(死亡 年月 日死亡時歳)
職種 震入年月日 年月日

請求種別

被災労働者
請 求 年 月 日との続柄(

医療機関名 治療期間

年 月 日~ 年 月 日

年 月 日~ 年 月 日

年 月 日~ 年 月 日

ロ療養 口休業 口障害

口遺族 口葬祭 ( 
請求人氏名

年 月 日

診断名

療養経過等

口肺がん
〈労基則別表第1の2第7号7>

疾患名
日中皮腫(胸膜・腹膜・心膜・精巣鞘膜・その他く

く労基則別表第1の2第7号7>
> ) 

ロ良性石綿胸水 口びまん性胸膜肥厚 その他(
〈労基則別表第1の2第4号7><労基則刻表第1の2第4号7>

医学的所見 口石綿肺 口広範囲な胸膜プラーウ 口胸膜プラク 白石綿小体・右綿繊維 口無
調査結果

呼吸機能 著しい呼吸機能障害 ロ有 口無

胸膜肥厚 認定要件該当性 口該当 日非該当

Itく露歴 従事期間( 年) 作業内容(

-9-



E 医学的情報 [肺がん]

1 診断名
疾患名 -発症年月日 年 月 日

請求時の疾患名
発症時年齢 歳

及び発症時期
〈確認資料〉口診断書ロ主治医意見書口その他(

町、
口細胞診 (日曜疾 ロ胸水) 実施年月目 年 月 目

病理診断
口 ロ
有無

口組織診 (口生検 ロ剖検) 実施年月日 年 月 日

主治医意見 口原発性 ロ転移性

く確認資料〉口意見書 口その他(

口 ロ
労災医員等意見 ロ原発性 ロ転移性

原発性の判断 適・否
〈確認資料〉口意見書 口その他(

確定診断委員会意見 口原発性 口転移性

〈確認資料〉ロ意見書

労災認定
¥ 

口 口
有・無

びまん性胸膜肥厚 労災認定無の場合
に併発 ぴまん性胸膜肥厚の

認定要件 | ぴまん性胸膜肥厚参照
口 口

該当・非該当

2 石綿lまく露に関する医学的事項

① 
(ア) じん肺管理区分(管理

石綿肺(第1型以上)
管理区分

〈確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書
決定あり

口健康管理手帳 口その他(

※有の繍合lま申.置の調査を必要と
(イ) じん蹄管理区分(管理 相当) 口無

しない， 管理区分
無の場合l主、申の確認をするa

決定なし 〈確認資料〉口じん肺診査医意見書口その他(

主治医による確認 ロ有 ロ無

く確認資料〉口意見書 口その他(

ロ 日
労災医員等による確認 口有 口無

有・無
〈確認資料〉口意見書 ロその他(

確定診断委員会による確認 口有 口無

く確認資料〉口意見書 ロその他(

② e 

主治医による確認 ロ有 口無

胸膜プラーク 口胸部ヱッウス線写真により明らかな陰影が認められ、かっ、胸部CT国像により確認されるもの

口胸部CT画像上、胸膜プラーウの広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

〈確認資料〉口意見書 口その他(

広範囲な胸膜
労災医員等による確認 口有 ロ無

プラーヲ ロ胸部エッウス線写真により明らかな陰影が認められ、かっ、胸部CT画像により確認されるもの
の所見

口 ロ 口胸部CT画像上、胸膜ブラーウの広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

有・無
〈確認資料〉口意見書 ロその他(

確定診断委員会による確認 口有 口無

諜無の場合l主、骨の資料の有無を確 ロ胸部エッヲス線写真により明らかな陰影が認められ、かっ、胸部CT画像により確認されるもの

認する.
口胸部CT画像上、胸膜プラ ウの広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

〈確認資料〉口意見書
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石綿小体

計測実施機関

乾燥肺重量19当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口上葉口中葉ロ下葉

ロ有
標準的な方法による計測 口該当・ロ非該当(具体的方法

③ 
有の場合
は右欄の 気管支肺胞洗浄渡1ml中 石綿小体 本

石綿小体 口無
該当笛所

-石綿繊維 に記入 肺組織切片中 石綿小体 本
口不明

石綿繊維

乾燥肺重量19当たり 右綿繊維 5μm以上 本 1μm 以上 本

肺組織切片中 石綿繊維 本

〈確認資料〉口診療録ロ病理検査記録口その他(

右綿ぽ〈露開始から肺がん発症までの期間 年 ヵ月 ， 

潜伏期間
※ 10年未満の場合は、本省協議対象。

注) 確認貰料については、口にチェックで表示等し、資料音量付すること。

1
 

1
 



E 医学的情報 [中皮腫]

1 診断名

疾患名 -発症年月日. 年 月 日

請求時の疾患名
発定時年齢 歳

及び発症時期
く確認資料〉ロ診断書口主治医意見書口その他(

発症部位 口胸膜 口腹膜 ロ心膜 口精巣鞘摸 口その他(

口細胞診 (口曙疲 口胸水) 実施年月日 年 月 日

病理検査
口 ロ

口組織診 (口生検 ロ剖検) 実施年月日 年 月 日
有・無

口免疫組織化学染色 実施年月日 年 月 日

労災医員等の意見 口適 口否

く確認資料〉口労災医員意見書口その他(

診断名の確認

確定診断員会の意見 口適 口否 否の場合病名(

〈確認資料〉ロ意見書

2 石綿ばく露に関する医学的事項

じん肺管理区分(管理

(ア管)理区分決定あり
〈確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

石 綿1市 ロ健康管理手帳 ロその他(

(第1型以上)

(イ)
じん肺管理区分(管理 相当) 口無

管理区分決定なし
〈確認資料〉口じん肺診査医意見書口その他(

右綿ぱく露開始から中皮腫発症までの期間 年 カ月

潜伏期間

※ 10年未満の場合l立、本省協議対象。

注) 誌認資料については、口にチヱックで呈示等L、貰料を藷付すること。
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E 医学的情報 [良性石綿胸水]

1 診断名

疾患名: -発症年月日

請求時の疾患名

及び発症時期

〈確認資料〉口診断書ロ主治医意見書口その他(

-今回の胸水出現 (口初回 ・ 回目) -最初の胸水出現からの経過年数

胸水確認の経過

〈確認資料〉口主治医意見書ロその他(

〈確認資料〉ロ主治医意見書口その他(

労災医員等による確認 口適 ロ否

除外診断 〈確認資料〉口意見書口その他(

確定診断委員会による確認 口適 ロ否

〈確認資料〉口意見書

2 石綿ぱ〈露に関する医学的事項

石綿肺

l第1型以上)

胸膜ブラーク

著しい呼吸

機能障害

療養の内容

被包化胸水の有無

金主杢費型
口診療録

じん肺管理区分(管理
(7) 
管理区分決定あり く確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

ロ健康管理手幅 口その他(

(イ)
じん肺管理区分(管理 相当) 口無

管理区分決定なし
〈確認資料〉口じん肺診査医意見書口その他(

主治医による確認 口有 ロ無

口 ロ
く確認資料〉口意見書口X線・CTロその他(

有・無
労災医員等による確認 白有 口無

〈確認資料〉口意見書 ロその他(

主治医による呼吸機能障害の確認 ロ有 口無

〈確認資料〉口意見書口昭吸機能検査結果口その他{

じん姉診査医等による確認 口有 ロ無
ロ ロ
有・無

〈確認資料〉口じん肺診査医意見書 ロその他(

確定診断委員会による確認 口有 口無

〈確認資料〉ロ意見書

口投薬 口在宅酸素療法 ロその他(

く確認資料〉口主治医意見書ロその他(

口 口 〈確認資料〉口確定診断委員会意見書
有・無

注) 確認宜料については.口にチェックで韮示等し、茸料を蕗付すること。

口臨床検査結果 ロX線写真 口CT画像 口その他(

ー13-
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E 医学的情報 [びまん性胸膜肥厚]

1 診断名

挟患名・ -発症年月日ー 年 月 日

請求時の疾患名
発症時年齢 歳

及び発症時期

〈確認資料〉口診断書口主治医意見書ロその他(

〈確認質料〉口主治医意見書口その他(

鑑別診断の ロ ロ 労災医員等による確認 ロ適 口否
実施と有無等 有・無

く確認資料〉口労災医員意見書 口その他(

片側のみの場合
(広がり)

[口左 口右] 口1/2未満 ロ1/2以上

両側にある場合

[左] 口1/4未満 ロ1/4以上

口 ロ
[右] 口1/4未満 ロ1/4以上

胸膜肥厚の広がり / 

有・無
〈確認資料〉口回答書口診療録口X線・CT口その他(

認定要件該当性に係る労災医員等の意見 口該当 口非該当

く確認資料〉口意見書口その他(

認定要件該当性に係る確定診断委員会田意見口該当 口非該当

〈確認資料〉口意見書

2石綿lまく露に関する医学的事項

じん肺管理区分(管理
(7) 
管理区分決定あり

〈確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

石綿肺 ロ健蔵管理手帳 ロその他(

(第1型以上)
じん肺管理区分(管理 相当) 口無

〔イ)
管理区分決定なし

く確認資料〉口じん肺診査医意見書 ロその他(

主治医による確認 ロ有 口無

、口 口
く確認資料〉口意見書 口X線・CT 口その他(

胸膜プラーウ
有・無

労災医員等による確認 口有 口無

〈確認資料〉口意見書 ロその他(

主治医による呼吸機能障害の確認 口有 ロ無

く確認資料〉口意見書ロ呼吸機能検査結果ロその他(

著しい呼吸 口 ロ
じん肺診査医等による確認 口有 ロ無

機能障害 有・無
〈確認資料〉口じん肺診査医意見書 口その他(

確定診断委員会による確認 口有 ロ無

〈確認資料〉口意見書

口投薬 口在宅酸素療法 ロその他(

療養の内容
〈確認資料〉口主治医意見書ロその他(

珪) 確認責料については、口にチェックで呈示等し、貰料を添付すること.
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ー印

E 作業歴情報

過佐右去綿事歴のぱ職〈露歴作及業び

/ーー、

事業場名 事業概要

貴科口事車主証明ロ年金事務所

ロその他[

資料口事業主恒明ロ年金事務所

ロその他{ 〉

資料口事業主"明口年金事務所

口その他{ 〉

資料口事業主証明ロ年金事務所

ロその他〈 〉

資料口事業主班明日年金事務所

.ロそ伯他〈 J 

!まく露開始年月

石綿ぱ〈露期間 一一一一 一 一 一 一

It<冨終了年月

胞(肺のいが第ずん?のれの石zか事m得制の案3ま作での〈集あ露アにっI期イて係若間るし認も〈定のI剥a}s4t同隼

ぱ〈露開始年月

一 一一一

iまく冨終了年月

注， ，事毘資科につ、ては四三チェックで表示.，資れを添付すること.

会在籍期間

年 月

年 月

年 月

勾 年 月

、

年 月

-年 月

ま手 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年月

年 月

一一一一一一一

年 月

/六

在籍中田右綿ばく露 右 {綿学 ば e く 露級 白 料 状 等 況
作案業胞理の境有測無定

備 考
作業世事期間 { 業内容、取 い材 } 石綿疾怠

労盟盟定状況

固有 ロ照 口不明
年 R 

年 月 諸認口資湖科定鱒果鞠告書

{ 年 か月}

ロ〈は認{定41庇着》いi筆ず記れのか第の1の作Z業の(闘肺のがアん。イ事若案し} 確認貰料口作揖記縁日値風位断'"車口会社の職匪証明毎回全社畳記簿
固有 回線

口その他

口 有 ロ 知 口不明
金手 月

年 R 確認ロ資測糾定結泉純告書

〈 空宇 か.，

ロくは認似定の，.い議ず院れのか第の1の作2'の駐日胞命のがアんイ移若案し) 確認資料ロ伸業担保口健康診断記録口会社の職歴証明等口会社量"晴
口有 ロ加

口そ町他

ロ有ロ鏑口不明
主事 月

年 月 確認ロ資測料定結果報告書

{ 年 か月}

ロくは認4定の，.い皐ずEれの合第唱1の作2集の怖3のがアんイ事若案し} 確認資料ロ作業記録口健康診断記録口会社の職歴証明寄口会社畳配樽
口有 ロ無

口その他

ロ有口鶴 ロ不明
年 R 

年 月 確認口資測料定結果報告書

年 か月}

ロ"認t!4.定J問，.いn匹ず"れのか第の1の作2集の何3市のがアんイ事若案し〉 確臨資料口作業sall口健康t宮町田鈍ロ会社の職歴証明帯口会社畳配摺
ロ有 回線

ロその他

ロ有ロ傭口不明
年 月

年月 E童開ロ資測料定結果報告書

年 ヵ、月}

口"箆ま休定日間基い準ず犯れのか第の1の作2業の何(3:市のがアんイ若し 信認資料ロ作業図録ロ健康診明暗ロ会祉の..""籾等口会社筆記隊
固有 ロ鍛

事案〉 ロその他

通算lまく露期問 年 か 月

時搾る【3腕J以の泊降作ん叫順.に調臨問係調量ゐで2あ的・っmて安m町紐耐m定認各師定局に寛酬也おGいolのてRIUVのS22とZのFす成
喫煙の有無 ロ餌・口有 唄煙 1日平均 本 喫煙期間 全容 月ω 年 月

通算ぱく冨湖周 年か月 注〉①@ 労石働綿者ぱ〈以露外がの中者断とししたてと石き綿は14.Kそ露の作期業聞に及従び事そしのて理い由たをと余きは自、にそ〈の〉書羽田き聞す及るび.その旨を余白に()書きする.

器'"平と成す司る茸.叫陪由民事胡間l車、実闘の担革期間町



IV- 1 
[肺がん]

診断(意見)書

労働者の氏名
傷 病 名

生年月日
年 月 日生)

初診年月日 年 月 日 治療期間
年 月 日
~ 年 月 日

主訴及び症状所見

病理検査
ロ 口

口組織診(口生検口剖検) 年 月 日実施 口細胞診(ロ暗疲口胸水) 年 月 日実施
有・無

診断 組織型 口属平上庄がん 口腺がん 口小細胞がん 日大細胞がん

口‘ロ
[鑑別根制

原発性
肯 ・ 否

[検査等の種翻 口X線写真 口CT画像 口胸腔鏡 口手術 口剖検

[有の場合はその程度]

胸膜プラーク
ロ胸部正面エッヲス線写真により胸膜ブラーウと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像

ロ ロ
にJ:り当該陰影が胸膜ブラ ヲとして確認されるもの借り

の所見 有無

ロ 胸 部CT商像上で胸膜プラーウを認曲、左右いずれか1側の胸部CT画像上、胸膜プラ ウが最も広範囲

に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

口上記には該当じない胸膜プラーヴ

-石綿小体 口有 口無 、口'"計測 -有綿繊維 ロ有 ロ無 口未計測

[有の場合は以下」記入]

石綿小体・ 口 口
計測実施機関

有無
石綿繊維 口 乾燥肺重量19当たり
の所見

石綿小体 本 [検体採取場所]口上葉口中葉ロ下葉

未計測
標準的な方法時的による計測でない場合/<1:具体的な方法

気管支肺胞洗浄渡1m/中 石綿小体 本

肺組織切片中 右綿小体 本 石綿繊維 本

[所見の内容]

石綿肺の所見 ロ 口
有 ・ 無

びまん性胸膜肥厚の 口 口
[所見田向容]

併発 有 ・ 無

既往症・基礎疾患

患者の石綿ぱく露震
と発症(死亡)との因
果関係に関する意見

その他参考

となる事項

(注1)胸膜プラーっと判断できる明らかな陰影とは、次のいずれかに該当する場合をいっ。

・両恒DI.は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状白石灰化陰影が認められ、肋横角田消失を伴わないもの

-両側側胸壁の第6から第10肋骨内側{二、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの

(注2) 現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の「有線小体計測マニュアル(第2版)に示された方法

※根拠となった資料の写しを添付してください。

添付資料 | 口診療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT画像口その他(

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿
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病院

診療所

医師氏名 81 
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町 2
[中皮腫]

診断(意見)書

労働者の氏名
傷 病 名

生年月目
年 月 日生)

初診年月日 年 月 日 治療期間
年 月 日

~ 年 月 目

主訴及び症状所見

病理検査
口 口 口組織診(口生検口剖検) 年 月 日実施 ロ細胞診(日曜夜口胸水) 年 月 日実施
有無

組織型 口上皮型 ロ肉腫型 口二相型 ロその他{

画像診断 [診断根側 口X線写真 口CT面像 口MRI ロその他(

診断
[診断根畑 口体腔渡細胞診 ロ経皮穿刺生検 口内視鏡下生検 ロ手術 ロ剖検 口その他(

病理診断
口免疫組織化学的染色検査〔抗体

他の悪性腫
療を否定す
る所見

[検査等の種知 口X線写真 口CT画像 ロ胸躍鏡 口手術 日剖検

胸膜プラク 口 口 [範囲程度]

の所見 有・無

石綿小体 口有 口無 口未計測 石綿繊維 ロ有 口無 日未計，則

[有の場合は以下に記入]

石綿小体・ ロ ロ 計測実施機関

石綿繊維
有・無

の所見
ロ 乾燥肺重量19当たり 右綿小体 本 [検体採取場所]口上薬口中葉口下葉

未計測

標準的な方法〈自による計測でない場合は具体的な方法

気管支姉胞洗浄漆1ml中 石綿小体 本

肺組織切片中 石綿小体 本 石綿繊維 本

[所見の肉容]

石綿肺の所見
口 ロ
有・無

既往症・基礎疾患

患者の石綿l<f<露歴
と発症(死亡}との因
果関係に関する意見

その他参考
となる事項

(注)現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の「石綿小体計測マ二ュアル(第2版)に示された方法

※根拠となった資料の写しを添付してください。

添付資料 | 口診療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT函像口その他(

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

ー17-

病院
診療所

医師氏名

二二二Zコ
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N -3 
[良性石綿胸水]

診断〈意見)書

労働者の氏名
{事 病 名

生年月日
{ 年 月 日生)

初診年月日 年 月 日 治療期間
年 月 日

~ 年 月 日

主訴及び症状所見

-今回の胸水の出現 (口初回 回目) -今回の胸水継続期間 ケ月

胸水確認
-最初の胸水出現からの経過年数の経過等 年 ヶ月

く検査の種類〉 ロX線写真 ロCT画像 口胸水穿刺 ロその他(
診断

悪性渥蕩・結核性胸膜炎・リウマチ性胸膜炎等との除外診断の有無 口有 ロ無

除外診断
の実施等 [鑑別根拠の内容]

[所見の内容]

石綿肺の所見
口 口
有・無

/ 

[検査等の種類] 口X線写真 口CT画像 口胸腔鏡 口手術 口剖検
胸膜プラーク ロ ロ

[範囲・程度]
の所見 有・無

-石綿小体 口有 ロ無 口未計測 -石綿繊維 口有 口無 ロ未計測

[有の場合は以下に記入]

石綿車体・ 口 口 計測実施機関

石綿繊維
有・無

の所見
ロ 乾燥肺重量19当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口上薬口中葉口下葉

未計測

標準的な方法世}による計測でない場合は具体的な方法

気管支肺胞洗浄液1ml中 石綿小体 本

肺組織切片中 石綿小体 本 石綿繊維 本

呼吸機能検査実施年月日 平成 年 月 日検査

口 口 [崎肺活量 崎]・ [ 1秒率: 同]・ [ 1秒量. 同]

呼吸機能障害
有・無

口 う L 未検査 動脈血ガス測定検査の有無 ロ有 口無 年 月 日検査)

J [PaO， Torr]・[AaDO， Torr ] 

療養の内容 口投薬 口在宅酸素療法 ロその他(

既往症・基礎疾患

患者の石綿ぱ〈露歴
と発症(死亡)との因
果関係に関する意見

その他参考

となる事項

(注)現時点においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の「石綿小体計測マニュアル(第2版)に示された方法

※根拠となった資料の写しを添付してくた守い。

添付資料 l 口診療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT画像口その他(

平成年月 日

労働基準監督署長殿
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病院
診療所

医師氏名 印



IV-4 
[びまん性胸膜肥厚]

診断(意見)書

労働者の氏名
生年月日

傷 病 名
( 年 月 日生)

初診年月日 年 月 日 治療期間
年 月 日

ー 年 月 日

主訴及び寵状所見

右側胸膜 [肋横角の消失] ロ有 口無

壁側胸膜との
[広がり] 口1/4未満 口114以上 1/2未満 口1/2以上

口口
ゆ着の有無及 有無 左側胸膜 [肋横角田消失] ロ有 ロ無
ぴ範囲・程度

[広がり] 口1/4未満 口114以上 112未満 口1/2以上
診断

〈検査等の種類〉 口X線写真 ロCT画像 ロそ由他(

感染症(細菌性強胸、結核性胸膜炎)、謬原病(リウマチ性胸膜炎ほか)、薬剤性線維性胸膜炎等との鑑別診断の有無(ロ有口無)

鑑別診断 [鑑別根拠の内容]
の実施等

[所見田内容]

石綿肺の所見
ロ ロ
有・ 無

[検査等の種翻 口X線写真 口CT画像 口胸腔鏡 口手術 ロ由I検
胸膜ブラーク 口 口
の所見 有・ 無 [範囲・程度]

-石綿小体 ロ有 ロ無 ロ未計測 -石綿繊維 ロ有 口無 日未計測

[有田場合は以下に記入]

口 ロ
計測実施機関

右綿小体・
有・無

右綿繊維
ロ 乾操肺重量19当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口上葉口中葉口下葉

の所見 未計測
標準的な方法(出による計測でない場合は具体的な方法

気管支肺胞洗浄波1ml中 石綿小体 本

肺組織切片中 石綿小体 本 石綿繊維 本

呼吸機能検査実施年月日 平成 年 月 日検査

口 ロ
[同肺活量 同]・ [ 1秒率 同 1. [1秒量 %l 

呼吸機能障害
有・ 無 動脈血ガス測定検査の有無 口有 ロ無 年 月 日検査)

ロ
来検査 [Pa02 : To什."[AaD02 : Torr] 

※1スパイロメトリー及びフローボリューム曲線検査については、最皇の検査結果を記載してください。
※2これらの検査結果が記録されたグラフ、検査結果報告書を添付してください(必須)。

療養の必要性 ロ投薬 ロ在宅酸素療法 口その他(

既往症'基礎疾患

患者の右綿ぱく露歴
と発症(死亡)との因
果関係に関する意見

その他参考
となる事項

(;主)現時点、においては独立行政法人労働者健康福祉機構・同環境再生保全機構発行の「石綿小体計測マヱュアル(第2版)に示された方法

※根拠となった資料の写しを添付してくださいロ

添付資料 i ロ診療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT画像口その他(

平成年月 日

労働基準監督署長殿

一19-

病院
診療所

医師氏名 閉



病院長殿

診療所長殿

平成

日
年 月

労働基準監督署長

診断(意見)書提出の依頼について

日

下記の者に係る労災保険給付に関し必要がありますので、別紙照会事項について御回答くださる

よう依頼します。

(なお、診断(意見)書に要する費用については、別添の請求書により御誇求ください。)

記

労働者の氏名
傷病名

生年月日

年 月 日生)

労働者の住所

事業場の名称 事業場の所在地

一20-
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V 石綿lまぐ露歴聴取票

平成 年 月

被災労働者の氏名

請求人の氏名

聴取者氏名

A 被災労働者の方は、以下の場所で働いたり、仕事に従事したことがありますか。(複数回答可)

1.口石綿を扱う工場

2 口建築業

口右綿製品の倉庫

口ピルの改築・解体作業

ロ塗装・吹付工事

口断熱・耐火・保温工事

ロ天井・床材の切断

ロ電気・ガス・スチームの配管工事

3 口造船業

口絵装 口溶接

口船舶の分解修理・解体

口パイプ被覆h断熱作業

口電気配線工事

口 溶接

ロ 板金

4.口断熱工事

5.ロボイラーの製造・取付け・修繕

口溶鉱炉の製造・取付け・修繕

6 ロボイラーの操作

ロ板金作業

7ロ自動車修理工場

口配管

ロブレーキ・ライニング・クラッチ板の製造

白石綿の運搬(船員、トラッウ運転手)

口防音工事

口プレハブ(石綿板)工事

ロラス張りの仕事

ロ塗装 ロ電気配線

ロウレーン・自動車の運転

口事務員

ロボイラー製造・設備

ロ整備(パイプ・ボイラ等)

口保温工事

口組立て

口 塗 装

口大工・建具

口作業員

ロその他

ロバーナーの製造・取付け・修繕

ロスチーム・パイプの製造・取付け・修繕

口溶接作業

口耐熱(耐火)服や耐火手袋を身につけての仕事

ロガソリンスヲンド

B口電気製品(コンデンサー・電池・蓄電池・絶縁子ープ)の製造

日

9 口塗装工場 口石けん工場 ロオイル・化学物質の精製工場

10ロランドリー・ヲリーニング屋

11 口挨りっぽいものの運搬

口商船の船員

口はしけの船員

ロ挨りっぽい作業服の取り扱い

ロトラッウの運転手

口港湾作業員

-21-

ロ鉄道員

ロヲレーンの操作員



12口下水汚物・廃棄物の回収・処理・運搬

13.口蒸気機関車の修理、解体

14.ロガスマスウの製造

15.口宝石・貴金属の細工仕事

16.口消防隊員

17.口歯科技工士

18.ロ電気業(発電所・変電所・電気事業所)

以上の仕事をした通算期間を教えて主ださい。( )年

B 被災労働者の方の家庭生活の中で、以下のようなことはありませんでしたか。(複数回答可)

1.ロ家庭で(絶縁物・暖房炉セメント・断熱材・カルミシン(天井・壁等に塗る水性塗料ト石綿製品)の修理・修繕を

したこ とがありますか。<昭和E平成 年~昭和・平成 年〉

2.口右綿製品を家庭で使ったことがありますか。(アイロン板のカバー・耐熱手袋等く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

3.口石綿工場の近〈に住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロ造船所の近くに住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口建材物の置場の近くに住んでいたことがありますか。<昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

ロフレキ修理工場の近くに住んでいたことがありますか。<昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口その他(造船所・石綿工場・建材物の置場・ブレーキ修理工場の近くで遊んだことがありますか。)

く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

4 口家庭内Iまく露(家族が石綿作業で着用した作業着・マスク等の洗濯をしたことがありますか。)

(1)口はい く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

(2)口いいえ

C 被災労働者の方は、喫煙をしていましたか。

口吸っている 1日平均 本く喫煙開始昭和・平成 年 月 -> 

口過去に吸っていた 1日平均 本〈喫煙期間昭和・平成 年 月~昭和・平成 年 月 〉

口吸っていない

-22-



石綿による疾病の業務上外の認定のための調査実施要領

(特別遺族給付金関係) (案)

本調査実施要領は、特別遺族給付金の対象疾病に係る請求事案について、別

添の調査票を使用することにより、業務上外の認定を迅速・適正に行うこと

を目的として作成したものである。

調査票は、 I1 基本情報」、 iII 医学的情報」、 IIII作業歴情報J、iN回答

書J、iV石綿ばく露歴聴取票Jから構成されており、このうち、 iII 医学的

情報」、 IN回答書Jについては、疾病により別様式としている。また、調査

票は、その記入欄を最小限とし、必須項目には調査すべき資料を示すととも

〔 に、調査した事項をチェックする方式としているが、その記入に当たっては、

確認できる範囲で足りるものとする。

調査票ごとの留意事項は、以下のとおりである。

1. II 基本情報Jについて

労働保険番号、事業の名称等の事業場情報については、石綿ばく露作業に

係る保険関係上の最終事業場の情報を記入すること。

2 iII 医学的情報」について

l (1) 医証等の保存年限

石綿による疾病であるこどを判断する際に収集する主な医学的資料とそ

れぞれの保存年限は、次のとおりである(別添「石綿関連疾患の関係書類，

に係る保存年限J参照。)。

① 死亡診断書(死亡時に遺族に交付。死亡届に添付の死亡診断書は所轄

法務局で 27年間保存。) (戸籍法施行規則第 49条)

② 診療録 5年(医師法第 24条)

③ 肺機能等の検査記録 3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第 9

条)

④ 病理解苦Jj記録、病理組織検査記録 3年(向上)

⑤ エックス線、 CT等の検査記録 3年(向上)
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⑥ じん肺管理区分の決定関係綴 30年(都道府県労働局が定める文書保

存期間に係る規定)

⑦ 健康管理手帳交付台帳 30年又は常用(都道府県労働局が定める文書

保存期間に係る規定)

医療機関等に保存される資料の法的保存義務は上記のとおりであるが、

診療録等については、 10年程度保存している医療機関(大学病院等研究

機関においてはそれ以上の期間)も多く、また、病理組織検査記録につい

ては、日本病理学会で永年保存とする旨の独自の指針を定めているので、

医学的資料の収集に当たって留意すること。

(2) 疾病の特定については、死亡診断書等の記載事項証明書(以下「証明書j

という。)の記載内容により判断することとしているが、疾病によっては l¥ 

石綿にばく露したことを示す医学的所見等の情報が必要であることから、

.IV-j及びIV-2に主治医等に対する照会事項を記載した「回答書」の様

式を示したので、主治医等に対して照会する際に活用すること。

なお、特別遺族給付金の請求事案に係る医学的資料は、法的保存義務を

超えたものであることから、主治医等に対して法の趣旨を十分説明した土

で、照会事項に関連する医学的資料が保存されていないか確認し、当該資

料の提出について懇切丁寧に依頼すること。

(3) 疾病別の留意事項

ア肺がん

(7) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「姉がんJの記載が L 

ある場合には、転移性肺がんであることを示す特段の記載があるとき、

下記(ウ)の調査において収集した医学的資料により明らか仁転移性肺

がんであることが確認される土きを除き、原発性肺がんと判断するこ ¥、

と。

(イ) 被災労働者が、認定基準記の第 lの 2の(3)のア、イ若しくは凶のい

ずれかの作業じ従事し、当該作業への従事期間又は.それらを合算した

従事期聞が 5年以上認められる場合には、以下に示す石綿ばく露に関

する医学的情報は不要であること。

(ウ) 石綿ばく露に関する医学的情報に係る資料としては、石綿肺又は胸
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膜プラークの所見を示す胸部エックス線写真、胸部 CT画像、胸腔鏡

検査結果、手術記録、剖検記録がある。石綿小体又は石綿繊維は、石

綿肺所見及び胸膜プラークのいずれもが認められない場合において、

石綿ばく露を推定し得る重要な指標であるが、気管支肺胞洗浄液検査、

手術(摘出術)、自l検が実施されている場合に、認定基準記の第 2の 2

の(3)に示された乾燥肺重量 19当たりの石綿小体・石綿繊維の計測、

気管支肺胞洗浄液 lml中の石綿小体の計測及び肺組織切片中の石綿小

体・石綿繊維の検査が行われていたか否かを確認し、それが行われて

いた場合にその記録を求めるものであること。

じたがって、石綿にばく露したことを示す医学的所見を確認するた

めの調査においては、一般的には、①第 1型以上の石綿肺所見の有無、

②認定基準記の第 2の 2の(4)のア又はイのいずれかの要件を満たす胸

膜プラーク(以下 f広範囲な胸膜プラーク J 左いう。)の有無、③上

記②以外の胸膜プラークの有無、④乾燥肺重量 Ig当たりの石綿小体

・石綿繊維の計測結果、気管支肺胞洗浄液 lml中の石綿小体の計iJ!lJ結

果又は肺組織切片中の石綿小体・石綿繊維の検査結果、の順に確認す

るものであり、①の所見があることが確認できる場合は②、③及び④

の調査を、②の広範囲な胸膜プラークがあることが確認できる場合は

③及び④の調査を〉③の胸膜プラークがあることが確認できる場合(た

だし、石綿ばく露作業従事期間が 10年以上ある場合に限る)は、④

の調査をそれぞれ行う必要はないこと。

(エ) 胸部エックス線写真、胸部 CT画像等は、他の医学的資料に比べ保

存年限が短いことから、医療機関に対して、これらの資料の保存の有

無を確認し、既に廃棄されでいる場合には、例えば、診療録、病理検

査記録等に胸膜プラーク、石綿小体又は石綿繊維の存在を示す記述が

あれば、これをもって、医学的所見が確認されたものとすること。

(オ) 石綿肺及び胸膜プラークの存在が確認できず、石綿小体又は石綿織

維の計測等も行われていない場合であって、手術(摘出術)又は剖検

により肺組織のパラフィン包埋フ、ロック又はホルマリン固定された標

本が保存されているときは、姉組織(非腫蕩部の一定以上の肺実質組
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織)中の石綿小体又は石綿繊維の数について確認すること(詳細は石

綿小体計測マニュアル第 2版、 1ページを参照のこと)。

なお、石綿小体については、中央労働災害防止協会のほか、労災病

院に設置されたアスベスト疾患センターのうち 10か所のアスベスト

疾患センタ}で計測が可能であるが、石綿繊維については、計測が可

能な機関が限られていることから、計測の必要性が生じた場合には、

本省に照会すること。

(カ) 認定基準第 2の 2の(3)のアに示す乾燥肺重量 1g当たりの石綿小体

の数については、標準的な方法(認定基準に示された万法)により計

測されたものであるか確認し、当該方法により計測されたものでない

場合には、実施医療機関に対し、当該方法による再計測が可能か確認 ¥ 

すること。再計測ができない場合には、検体の貸し出しを受けた上で、

アスベスト疾患センターに依頼すること。

(キ) 上記(ウ)、(エ)及び(オ)により医学的所見が確認できない場合であっ

ても、次の a又は bに該当する場合には、本省に照会すること。

a 被災労働者が雇用されていた同一の事業場において、石綿ばく露

作業に従事した内容及び時期とが同ーであると判断できる同僚労働

者等(事業主が異なる下請け事業者等の労働者を含む。以下同じ。)

が、石綿による疾病を発症し労災認定を受けている場合等被災労働

者・の石綿ばく露状況が推認できる情報がある場合。

b 被災労働者が従事していた石綿ばく露作業が、相当高濃度のもの L 

(石綿製品の製造工程における作業、断熱若しくは保温のための被

覆又はその補修作業、石綿の吹付け作業、石綿が吹き付けられた建

築物、工作物等の解体、破砕等の作業等をいう。以下同じ。)である

と認められる場合(認定基準記の第 1の 2の(3)のア、イ若しくは(4)

のいずれかの作業に従事し、当該作業への従事期間又はそれらを合

算した従事期聞が 5年以上認められる場合を除く。)。

イ中皮』重

証明書の記載内容を確認し、 1死亡の原因として「中皮腫」の記載があ

る場合には、これをもって中皮腫と判断すること。この場合、原則とし
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て、主治医等に対する照会は要しないこと。

ウ 良性石綿胸水

証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「良性石綿胸水j の記

載がある場合には、これをもって良性石綿胸水と判断することとし、石

綿ばく露作業の内容及び従事歴を調査するとともに、①胸部エックス線

写真、②胸部 CT画像、③臨床所見、④臨床経過、⑤臨床検査結果等に

係る情報を可能な限り入手の上、本省に協議すること。

エ びまん性胸膜肥厚

証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「びまん性胸膜肥厚」

の記載がある場合には、これをもってびまん性胸膜肥厚と判断すること。

〔 この場合、原則として、主治医等に対する照会は要しないこと。

〔

オ 石綿肺及び石綿肺合併症

(7) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因として「石綿肺j の記載が

ある場合には、ごれをもって著しい呼吸機能障害を伴っていた石綿肺

と判断すること。この場合、原則として、主治医等に対する照会は要

しないこと。

(イ) 証明書の記載内容を確認し、死亡の原因と!して「石綿肺の合併症で

ある肺結核」等、石綿肺の合併症に擢患じていたことの記載がある場

合には、当該合併症がじん肺法施行規則(昭和 35年労働省令第 6号)

第 l条第 l号から第 5号までに掲げるものであるときは、これをもっ

てじん肺管理区分の管理 2以上の石綿肺の合併症であり、著しい呼吸

機能障害を伴っていたと判断すること。この場合、原則とじて、主治

医等に対する照会は要しないこと。

3 1m作業歴情報」について

(1) 事業場名の欄には、被災労働者の過去の職歴について、作業現場ではな

く、原則として被災労働者が雇用されていた事業場ごとに通算して記載す

ること。

(2) 石綿ばく露作業に関する調査は次によること。

ア!被災労働者の雇用の事実じ係る確認
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請求書に事業主証明が行われていない場合には、請求人が申し立てる

石綿ばく露作業に係る事業場に被災労働者が雇用されていた事実につい

て、事業主や同僚労働者の証言のほか、社会保険の被保険者記録等によ

り確認すること。

イ 石綿ばく露作業の有無及び従事期間に係る確認、

(7) 事業場が廃止されている場合

事業場廃止から相当期間が経過していることなどから、事業主や同

僚労働者の証言等により被災労働者の石綿ばく露状況を確認すること

が困難な場合は、平成 17年 7月 27日付け基労補発第 0727001号「石

綿による疾病に係る事務処理の迅速化等についてJ(以下「迅速化通

達」という。)‘の記の lの(3)に基づき、請求人の申し立てる作業内容

と社会保険の被保険者記録等の照合を行うことにより、石綿ばく露作

業の有無及び石綿ばく露作業従事期間について判断すること。

なお、当該事業場で石綿ばく露作業が行われていた事実を推定する

ための情報としては、上記社会保険の被保険者記録のほか、事業場の

事業内容が記載された登記簿(当該事業場の登記閉鎖後 20年間管轄

法務局におい，て保存されている。)があるので、留意すること。、

(イ) 事業場が現存してし¥る場合

a 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が認めて

いる場合

当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定した L 

上でイ請求人の申立て、事業主や同僚労働者の証言等に基づき、石

綿ばく露作業従事期間について判断すること。

b 被災労働者を石綿ばく露作業に従事させたことを事業主が否定し

ている場合や、従事した事実が確認できないため不明としている場

A 
口

当該事業場の事業内容や同僚労働者の証言と、請求人の申し立て

る被災労働者の作業内容を照合し、石綿ばく露作業が推定できると

きは、当該事業場で被災労働者が石綿ばく露作業に従事した旨認定

した上で、請求人の申立，てや同僚労働者の証言、社会保険の被保険
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者記録等に基づき、石綿ばく露作業従事期間について判断すること o

(ウ) 被災労働者が複数の事業場で石綿ばく露作業に従事している場合

a 被災労働者が、認定基準記の第 Iの 2の(3)のア、イ若しくは凶の作

業に従事している場合

請求人が申し立てる認定基準記の第 lの 2の(3)のア、イ若 Lくは(4)

の石綿ばく露作業に係る事業場のうち、最終のものからさかのぼって、

主記(7)又は(イ)の調査を行い、把握した石綿ばく露作業従事期聞が認

定基準に定める 5年を満たす場合には、さらにさかのぼって石綿ばく

露作業に係る調査を行う必要はないこと。

なお、保険給付は、石綿ばく露に係る最終事業場の保険関係に基づ

き行うこととなるので、最終事業場について必要な調査を実施するこ

と。

b 上記 a以外の場合

請求人が申し立てる石綿ばく露に係る事業場のうち、最終のものか

らさかのぼって、上記 (J)又は(イ)の調査を行い、把握した石綿ばく露

作業従事期間が、認定基準に定めた従事期間を満たす場合には、さら

にさかのぼって石綿ばく露作業に係る調査を行う必要はないこと。

(3) 上記(2)のばく露作業に係る調査に当たっては、 iV石綿ばく露歴聴取票J

を活用しつつ聴取調査等を行うことにより、被災労働者の石綿ばく露歴の

具体的内容について、可能な限り詳細に把握すること。

( (4) 上記(2)のイの(了)をはじめ、迅速化通達の記の lの(3)に基づき石綿ばく

露作業の有無等について判断した場合には、調査票Eの備考欄にその旨を

記載すること。

(5) 調査の過程で、被災労働者が雇用されていた同一の事業場において、石

綿ばく露作業に従事した内容及び時期とが同ーであると判断できる同僚労

働者等が、石綿による疾病を発症し労災認定を受けている場合等被災労働

者の石綿ばく露状況が推認できる情報がある場合には、調査票皿の該当欄

にその旨を記載すること。

(6) 調査の結果、被災労働者が従事していた石綿ばく露作業が、相当高濃度

のものであると認めら礼た場合には、調査票Eの該当欄にその旨を記載す
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ること。

(7) 被災労働者の石綿ばく露状況の把握に当たっては、石綿を取り扱う事業

場の近隣に居住した事実など、環境ばく露の可能性についても留意するこ

と。

(8) 石綿ばく露作業従事期間等について疑義がある場合は、本省に照会する

こと。

4 取りまとめ

医学的情報及び作業歴情報に係る調査結果、 Wの主治医からの回答書並び

に労災医員、じん肺診査医等の専門医から徴した意見書の内容を調査票の I

から直に取りまとめ、これを復命書に添付すること。

5 その他

「特別遺族給付金の支給事務の流れについて」を参考資料主して示したの

で、特別遺族給付金に係る請求事案の事務処理の参考とされたい。
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(参考資料)

石綿関連接患の関係書類に係る保存年限

区 分 書類名等 ー保存年限等

死亡診断書

診療録 5年(医師法第24条)(医療機関によっては10年程度保存)

肺機能等の検査記録 3年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(同上)(医療機関によっては10年程度保存。ただし、日本病理学会指針では永久保存)

石綿による疾病である エックス線、 CT等の検査記録 3年〔同上)
ことの確定診断

死亡診断書等は所轄法務局で27年間保存(戸籍法施行規則第49条)
I病名、宛亡原因】 死亡届に添付の死亡診断書等の記載事項証明 (利害関係人は死亡届書等の記載事項証明書を請求できる(戸籍法第48条))

じん肺管理区分の決定関係綴 30年(都道府県労働局が定める文書保存期間に係る規定)

巴0 管理じん区肺分健の康決E定関係綴には、じん肺管理区分決定通知書
写、 診断結果証明書写(粉じん作業職歴、X線写真
による検査、胸部に関する臨床検査、肺機能検査、合併症に
関する検査)が含まれる。

石綿It<露の医学的 健康管理手帳交付台帳 30年又は常用(都道府県労働局が定める文書保存期間に係る規定)

所見
、肺機能等の検査記録 13年(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)(医療機関によっては10年程度保存)

I石綿肺・胸膜プラー 病理解剖記録、病理組織検査記録 3年(向上)(医療機関によっては10年程度保存。ただい日本病理学会指針では永久保存)
ク・否縮小体{繊維l
の存在1 エックス線、 CT等の検査記録 3年(同よ)

石綿に係る作業記録、健康診断記録
30年(特定化学物質等障害予防規則第38条の4、第40条)又は40年(石綿障害予防規則第

35条、第41条)

石綿I孟:<露作業従事歴
会社の職歴証明等

会社の登記簿 閉鎖り場合は、本社管轄法務局の閉鎖した登記記録 2峨存(商業釜記規則第鳩) I 

厚生年金保険等の被保険者記録 (永年)



特別遺族給付金の支給事務の流れについて

請 求(相談)

〔遺族関係の確認〕
戸籍謄本文は抄本

有り
無し 不支給決定(受給要件に係る遺族関係が不明)

〔対象疾病が死亡原因であることの確認〕
①対象疾病が死亡原因であることが記載された死亡診断書、死体検案書、検視調書に係る

法務局の証明書
(市役所又は町村役場から法務局に送付された年度の翌年から27年間発行可能)
②上記①の証明書がない場合には、それに代わるべき書類
(具体的には、死亡診断書等の原本又は写し、診療録、生命保険関係等の書類)

有り
無し||不支給決定(死亡原因が不明又は対象疾病外)

〔労働者としての雇用事実の確認〕
従事した事業場名及び所在地に関する③関係資料、④同僚等関係者の申立又は⑤請求人の申立

i③~⑤の全て無し

、③~⑤の
L・，1不支給決定(労働者としての雇用事実なし)

いずれか
が有り ‘' 環境ぱく露の可能性があることから、救済給付

の相談窓口、手続き等を再度教示

〔業務上外の認定事務〕

A)医学的事項に関する翻査 B)石綿ぱく露作業に関する調査

1・可V
A及びBの調査

く本省協議〉
A及びBのi

の結果、業務上
認定基準記の第3の5の(1)から倍)に示すもの

の結果、業
と認定されたもの とされたも〈

v 

11 
不 支 給 決 定
: 

査
務外

11 

• 目 不支給決定の理由が業務t外

軍

-10-
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医掌的事項に関する調査A) 

|I@中庭腫の場合 11

死亡診断書等の死亡原因欄が中皮腫

※労災補償制度における

認定とは異なり、確定診断
(病理組織検査記録等)の
確認は妻せず。

石綿肺(第1型以上)
:確認できず確認

ばく露作業調査へぱく露作業調査へ

.1年以上白石綿ぱく露作業
従事期間の有無

-石綿ぱく露に係る最終事業
場の特定

-石綿ぱく露に係る最終事業
場の特定

※石綿ぱ〈嘉作業従事期間に

係る調査は不要

|J。肺がんの場合 11

死亡診断書等の死亡原因欄が肺がん

認定基準記の第1の2の(3)のア、イ若しては
(4)のいずれかの作業の従事期間又はそれらを
合算した従事期聞が5年以上ある場合

.1 

務

右綿ぱく露に係る最終事業場白調査

業
医学的資料がない場合.............‘ 医学的資料の有無を確認 上

医学的資料がある場合でかつ原発性

肺がんが認められる場合

O 石綿ぱく露作業の向

容及び時期とが同一で
あると判断できる間暗君
働者等の封提認定事倒
等植民労働者白石綿ぱ
〈露状況が推認できる槽
報の有無

3<1ま
O 相当高麗度白石輔
It<露作章に世事してい
たと考えられる場合

ぱく露作業調査へ

iぱく露あり

z v 

医学的資料がある場合

でかつ転移性肺がんが

M

・・
Ez---'

ず

n

き

"

で

H

認

日

確

…
認確

ばく露作業調査へ

.1年又は10年以上回石綿ば
く露作業従事期聞の有無

・石綿ぱ〈露に係る最終事業
場の特定

ぱく露作業調査へ

-右綿ぱく露に係る最終事業
場の特定

A
E
 

照省本外務業

女医学的資料とは診療録、病理組織検査記録等をいう。

ー11-

※石綿1;:<露作業従事期間に
係る調査は不要



B)石綿ぱく露作業に関する調査

(雇用の事実の確認)

社会保険等の被保険者記録等の関係資料，事業主や同時労働者の申立て

雇用事実の確認

事業場が廃止

E
M
-
-

で
実
4
L

場
事
き

業
の
で

事
用
認

該
雇
確

当
の
が

不支給

事業場が現存

i 請求人の申し立てる死亡労働者の作業内容

及び

① 社会保険の被保険者記録(当該事業場の名

称等)

閉鎖した登記記録(事業廃止後20年聞は法

務局で保管)

同僚労働者の申立て

② 

③ 

から事業内容や作業状況を把握

石綿ぱく露
が推定でき
る場合

右綿ぱく露が
推定できない
場合

|謂品 定 謂 協定

事業主等が
死亡労働者
のぱく露作業
を肯定してい
る場合

事業主等が
死亡労働者
のぼく露作業
を否定文は不
明である旨主
張している場
A 
日

¥ 

1請求人の申し立てる死亡労働者 l
i の作業内容 I 

C_ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー】-_.

及び

一

場

録

一

一
業
記

A

…

事

の

一

一

や

況

一

一

て

状

一

一

立

業

一

一

申

作

一

一

の

や

一

一

者

容

一

一

働

肉

一

品

市

H
m
t宮

市

一

一

僚

事

一

一
同
の
一

E''''E'L 

右綿ぱく露
が推定でき
る場合

石綿ぱく露が
推定できない
場合

当該事業場で

石綿ぱく露ありと認定

当該事業場で

石綿ぱく露なしと認定

-12-



石綿による疾病の業務上外の認定のための調査票(特別遺族給付金関係)

基本情報 局 署

労働保険番号 事業の種類

人

事業の名称 労働者数

代表者

口 口

事業場の所在地
石綿疾患労 有・無
災認定状況 (口 口)

電話
(有・無)

生年月日 年 月 日 性 月Ij
口 口
男・女

命、 り .' な

被災労働者氏名

(死亡 年 月 日死亡時 歳)
職 種 雇入年月日 年 月 日

※遺族補償給付請求権由時効を確認

ロ特別遺族年金
請求種別

請求人氏名
口特別遺族一時金

被災労働者
との続柄 ( 請 求 年 月 日 年 月 日

医療機関名 治療期間 診断名

年 月 日~ 年 月 日

療養経過等

年 月 日~ 年 月 日

L 
年 月 日~ 年 月 日

口肺がん
〈労基耳11ZIJ表第1の2第7号7>

日中皮漣(胸膜・腹膜・ 'i)膜・精巣鞘膜・その他〈 、>) 
〈芳基則Z'I表第1のZ第7号7>

疾患名
口良性石綿胸水 口びまん性胸膜肥厚

〈労基則別表第1のZ第4号7> 〈労基則別表露1の2第4号7>

口右綿肺又は石綿肺合併症
く労基則別表第1の2詰5号〉

調査結果

医学的所見 口右綿肺 ロ胸膜プラク 口広範囲な胸膜プラーヴ 口石綿小体・石綿繊維 ロ無 口不明

呼吸機能 著しい呼吸機能障害口有 口無 口不明

ぱく露歴 従事期間( 年) 作業内容(

13-



E 医学的情報 [対象疾病:肺がん]

1診断名

疾患名 発症年月日 年 月 日

請求時の疾患名 発症時年齢 歳
及び発症時期

く確認資料〉ロ死亡診断書日診療録口その他(

転移性であることを疑わせる記述の有無 ロ有 口無

〈確認資料〉口死亡診断書口診療録ロ病理検査記録ロその他(

労災医員等由意見 口原発性 ロ転移性

原発性の判断

〈確認資料〉口意見書口その他(

確定診断委員会の意見 ロ原発性 ロ転移性

〈確認資料〉口意見書

2 石綿lまく露に関する医学的事項 ¥ 

じん肺管理区分(管理
(ア)

官理区分決定あり 〈確認資料〉ロじん肺管理区分決定通知書

石(第綿1肺型以上)
口健康管理手帳 白その他(

ロじん肺管理区分(管理 相当) 口無 目不明
(イ)

管理区分決定なし
く確認茸料〉口じん肺診査医意見書口その他(

主治医による確認 ロ有 ロ無

〈確認資料〉ロ回答書ロ診療録口その他(

労災医員等による確認 口有 ロ無 口不明
口 口
有無

〈確認資料〉口意見書ロその他(

確定診断委員会による確認 口有 口無

〈確認資料〉口意見書

主治医による確認 ロ有 口無

口胸部エッヴス線写真により明らかな陰影が認められ、かっ、胸部CT画像により確認されるもの

口胸部CT画像上、胸膜プラーヲの広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

胸膜プラーク

く確認資料〉口回答書 ロその他[ ) 

労災医員等による確認 ロ有 口無

広範囲な胸膜 ロ胸部エツヴス線写真により明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT薗像1三より確認されるもの
ブラウの所見

口 口
、

有 ・ 無 ロ胸部CT画像上、胸膜プラーウの広がりが胸壁内側の1/4以上回もの

く確認資料〉ロ意見書 ロその他(

確定診断委員会による確認 ロ有 口無

口絢部エッウス線写真により明らかな陰影が認められ、かっv胸部CT画像により確認されるもの

口胸部CT薗像上、胸膜プラ-';7の広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

〈確認資料〉口意見書

-14ー



石綿1I、体

計測実施機関

乾燥肺重量1.当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口上葉口中葉口下葉
，、 ， 

標準的な方法による計測 口該当・ロ非該当(具体的な方法

気管支肺胞洗浄渡1ml中 右綿小体 本
口 口 有の場合

石綿小体 有無 は右摘の
肺組織切片中 石綿小体 本

-石綿繊維 ロ 該当箇所

不明 に記入
石綿様維

計測実施機関

乾燥肺重量1.当たり 石綿繊維 5μm以上 本 1μm以上 本

肺組織切片中 石綿繊維 本

〈確認資料〉口診需鋒口病理検査記録口壬の他(

石綿ぱく露開始から肺がん発症までの期間 年 カ月

潜伏期間

業 10年来満の場合I立、本省協議対象。

注) 確認資料については、口にチエツヴで表示等し、資料を添付すること。

O上記2の医学的所見が確認できない場合

①右綿ぼく露作業の内容及び時期とが同一であると判断できる同僚労働者等の労災認定事例等被災労働者の

石綿ぱく露状況が推認できる情報の有無

②石綿ぱく露作業が相当高音量度のものと認められるか否か

ゆ「有l文I土「該当 lである場側、本省に照会

口有 口無

口該当 日非該当

F
内
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E 医学的情報 [対象疾病中皮腫]

1 診断名(死亡診断書等請求書添付書類からの情報の範囲で)

疾患名 -発症年月日 年 月頃

請求時の疾患名 》

発症時年齢 歳
及び発症時期

く確認資料〉口死亡診断書口診療録口その他(

発 症 部 位 口胸膜 口腹膜 口心膜 口精巣鞘膜 ロその他( 口不明

他疾患であることを疑わせる記述の有無 口有 ロ無

く確認資料〉口死亡診断書口診療録口その他(

有の場合、労災医員等の意見 口適 ロ否

診断名の確認

〈確認資料〉口意見書口その他(

確定診断員会の意見 口適 口否 ¥ 

く確認資料〉ロ意見書

2石綿lまく露に関する医学的事項

じん肺管理区分(管理
(ア)

管理区分決定あり 〈確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

石綿肺 口健康管理手帳 口その他(

(第1型以上)
ロじん肺管理区分(管理 相当) 口無 ロ不明

(イ)
管理区分決定なし

〈確認資料〉口じん肺診査医意見書ロその他(

-石綿ぱく露開始から中皮腫発症までの期間 年 カ月

潜伏期間
※ 10年未満の場合l立、本省協議対象。

注} 確認貰料については、口にチェックで表示等し.賀料を羅付すること。
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E 医学的情報 [対象疾病良性石綿胸水]

1 診断名

疾患名 -発症年月日 年 月 日

請求時の疾患名
発症時年齢 歳

及び発症時期

く確認資料〉口死亡診断書口診療録口その他(

-最初の胸水出現 年 月 日

胸水確認 -最初の胸水出現がらの経過年数 年 ケ月
の経過等

く確認資料〉口回答書口診療録ロその他(

く確認資料〉口回答書ロ診療録口その他(

労災医員等による確認 ロ適 口否

除外診断 〈確認資料〉口意見書口その他(

確定診断委員会による確認 口適 口否

く確認資料〉口意見書

2 石綿Iまく露に関する医学的事項

( 

じん肺管理区分(管理
(ア)

管理区分決定あり く確認資料〉口じん肺管理区分決定通知書

石綿肺迫 口健康管理手帳 口そのi世(

(第1 以上)
ロじん肺管理区分(管理 相当) 口無 口不明

(イ)
管理区分決定なし

〈確認資料〉口じん肺診査医意見書口その他(

主治医による確認 ロ有 口無

口 口 く確認資料〉口回答書口診療録ロその他(

胸膜プラーウ
有・無

口
不明 労災医員等による確認 口適 口否

く確認資料〉口意見書口その他(

主治医による呼吸機能障害の確認 ロ有 口無

く確認資料〉口回答書口呼吸機能検査結果口その他(

口 口 じん肺診査医等による確認 口有 口無 口不明
著しい呼吸 有・無
機能障害 口

〈確認資料〉口じん姉診査医意見書 ロその他意見書(不明

確定診断委員会による確認 ロ有 口無 、

く確認資料〉ロ意見書

;主〉 確認茸料についてはロにチェックで表示等し、貰軒を語付すること。

金主豊重担

口診療録 ロ臨床検査結果 口X線写真 ロCT画像 口その他(

マ，ー
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E 作業歴情報

過石世綿事去庭のli職〈露歴作且業ぴ

事業唱名

資料口事業主粧明ロ年金事務所

ロその他t

究科口事謀主証明口年金事務所

口その1也{

資料ロ卒業主証明日年金事務所

ロその他{

資斜ロ司~j民主版刷口年金事務所

ロその他[

資料口$象主限切口年金事務所

ロその他{

石8制ポく時期間

、2ほ伺の官いが館ずん1のれの石2カ事綿の叩案司ぱ作での〈集あア毘っに期イて係若問る認しも〈定の，.基Y似噂の

事業 概要

} 

〉

J 

ぱく冨澗始年月

ぱ〈露終7年月

It<毘開始年月

一一
r;f<露終了年月

全在籍期間

年 月

金事 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 R 

年 月

年 月

ま事 月

年 月

年 月

年月

r一、 年 月

在籍中白石綿ぱ〈露

作業従事期間

年 月

年 月

年 か.，

ロ"認;1(4:定の基いi闘ずEれの治第、の1の作2業の〈胞怖のがアんイ事若案し} 

ま手 月

~ 年 月

〈 年 か月}

ロ〈は認(4定の基い当事ず位れの.'第W13の作2集の(胞怖のがアん!イ事若案し〉

年 月

年 月

全容 か月)

ロ〈はSZ44定の基い'"ず"れのか第の1の作2業の(肺3'のがアんIイ事若実し〉

年 月

年月

〈 ま手 か月}

口〈は認14定Hゆ基い皐ず況れのか第の1の作2集の{腕3のがアん，事イ若案し} 

年 月

実事 月

〈 年 か月〉

ロ〈は限4定の基い槻ず配れのか鎗の1の作2業の(怖3のがアん事イ若案し} 

通算li<露IW澗 年かE

務制仰院のが限悼岬叩巳帽肺附で帥."酬帽臨のの算従議定事場に酬回恥の目て血同閣はと亭すの融る.

題算ぱ〈露期間 年か月

提υ早冒と厩すS畠年，臥陣.砥事周間"，実院の信事期間.

作実業胞環の鏡有測無定

石 綿 ぱ く露級白料状等 況 者に帥係!まる〈耳情状報現 備 考
(作業肉容、取 い材 ) 

高遺産ぱく昌作業

固有ロ無 口不明

確飽ロ資測科定結果報告書

確認資料ロ作業毘録口健康惨断配録ロ会祉の戦歴柾悶等ロ会社登包簿

ロ口そ有労有の災他の認定情口口報保保

口その他 ロ 有 口 撫

固有口栴ロ不明

確也目資測科定結果級告書

4確認資料ロ作業記録ロ世肱齢断記録口会社の職匡証明等口会社量記簿

労有の有他災飽定
ロそロ の情口ロ報線無

ロその他 ロ 有 口 保

ロ有目指口不明

確認口資測料定結果報告魯

確認資料ロ作業記録ロ但庇臆断記録口会祉の腺"'''明等口金社量記簿

労有の有災他毘定
ロそ口 の情ロ口報無鍋

ロその他 ロ有 ロ無

ロ有ロ無 口不明

信飽ロ資測料定結果報告書

確由貿料口作業記録口信康信断記露口会社の職歴証明等口会社畳記簿

口そロの労有有災他の.. 情Z口口を報無術

ロその他 ロ有口無

‘口有巳無口不明

確膨ロ資測料定結泉報告書

、

固そロ労有の有災他認の定情口口報無.. 

確認資料口作象記録口健康惨断記録口会祉の職医l'悶等口会絃霊位揚

口その他(， ロ有口掃

喫煙田有無 口無・口有 喫煙 1日平均 本 喫煙期間 年 月- 年 月

j主)g労石働純者ぱ〈以露外がの中省断とししたてと醐きは畑、その作期集間に及従び事そしのて浬い闘たをと余きは白・にそ〈の〉書蜘きす及るび.その間相同盟する・

/¥  
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[対象疾病肺がん] 固 21:: 

E司 書

死亡年月日 年 月 日

死亡労働者

の氏名・

生年月日 傷病名
年 月 日生)

年 月 日

初診年月日 ，年 月 E 治療期間
~ 年 月 日

[確認方法] ロX線写真 ロCT商像 ロ手術 口剖検口その他(

ロ 口
有・無

[所見の内容]
石綿肺の所見

ロ
不明

[検査等の種類] 白X線写真 ロCT画像 口胸腔鏡 ロ手術 口剖検

f有の場合はその程度]

ロ 口 口胸部正面工ツウス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像により
胸膜ブラ-'/ 有 ・無

に係る情報 ロ 当該陰影が胸膜プラ ウとして確認されるもの{由

不明

ロ胸部CT画像上で胸膜プラーウを認め、左右いずれか1側の胸部CT画像上、胸膜プラーヲが最も広範聞に描出

されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの

口上記には該当しない胸膜プラーウ

[確認方法] ロ手術記録 ロ病理検査記録 ロ剖検記録 口その他(

-右綿小体 口有 口無 ロ未計測 -右綿繊維 ロ有 口無 口未計，聞

[有の場合は以下に記入]

石綿小体 ロ 口

石綿繊維
有 ・無 計測実施機関

口
に係る情報 不明

乾燥肺重量19当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口上葉口中葉口下葉ロ不明

気管支肺胞洗浄液1m!中 石綿小体 本

肺組織切片中 石綿小体 本 石綿繊維 本

(注)胸膜ブラークと判断できる明らかな陰影とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

・両側文は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横河の消失を伴わないもの

・両側側胸壁の第6から第10肋骨内側I~、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋績角の消失を伴わないもの

※根拠となった資料の写しを添付して下さい。

添付資料 | 口診、療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT画像口その他(

平成 年 月 目

労働基準監督署長殿

-19-

病院

診療所

医師氏名

)コ

印
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[対象疾病良性石綿胸水] 固 s: 

E 書

死亡労働者
死亡年月日 年 月 目

の氏名・
生年月日 傷病名

年 月 日生)

年 月 日
初診年月日 年 月 日 治療期間

~ 年月 日

-最初の胸水出現時期 年 月 日

-その後の胸水治療経過 年 月 日~ 年 月 B 

胸水確認 年 月 日~ 年 月 日

の経過等
年 月 日~ 年 月 日

[確認方法] ロX線写真 口CT画像 口胸水穿刺 ロそのf也(

[確認方法] 口X線写真 口CT画像 口手術 口剖検 口その他(
口 ロ
有・無 [所見の内容]

右綿肺の所見
口

不明

[確認方法] ロX線写真 口CT函像 白手術 口剖検 口その他(

口口
[範囲・程度]

胸膜ブラク 有・無 、

に係る情報 口
不明

[確認方法] ロ手術記録 口病理検査記録 ロ剖検記録 ロその他(

-石綿小体 ロ有 口無 口未計測 -石綿繊維 ロ有 ロ無 口未計測

[有の場合は以下に記入]

石綿小体・ ロ 口

石綿繊維
有・無 計測実施機関

ロ
に係る情報 不明

乾燥肺重量19当たり 石綿小体 本 [検体採取場所]口よ葉口中葉口下葉口不明

気管支肺胞洗浄液1ml中 石綿小体 本

肺組織切片中 石綿小体 本 石綿繊維

呼吸機能検査の有無 ロ有 口無 口不明 年

口 口 直近の[馳肺活量 同1. (1秒率。 同]・ ( 1秒量.

呼吸機能障害 有・無 、
に係る情報 ロ

動脈血ガス測定検査の有無 口有 ロ無 口不明 年不明

直近の(Pa02 Torr] 
直近の(AaD02: Torr ] 

※根拠となった資料の写しを添付して下さい。

添付資料 口診療録口病理検査記録口臨床検査結果口X線写真口CT函像口その他(

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

-20-

病院

診療所

医師氏名

本

月 日検査)

号令 ] 

月 日検査)
J 

印



病院長殿

診療所長殿

回答書提出の依頼について

日
'平成 年 月 日

労働基準髭督署長

貴院で死亡診断を受けている下記の者について、石綿健康被害救済法による特別遺族給付に関し

必要がありますので、別紙照会事項について御回答くださるよう依頼します。

(なお、回答書に要する費用については、別添の請求書により御請求ください。)

言E

死亡年月日 年 月 日

死亡労働者
の氏名町

生年月日
傷病名

年 月 日生)

死亡診断を行った
医師氏名

-21-



V 石綿ばく露歴聴取票

平成 年 月

被災労働者の氏名

語示天面戻亙

聴取者氏名

A 被災労働者の方I主、以下の場所で働いたり、仕事に従事したことがありますか。(複数回答可)

1.口右綿を扱う工場

2.口建築業

口石綿製品の倉庫

ロピルの改築・解体作業

口塗装・吹付工事

口断熱・耐火保温ヱ事

口天井・床材の切断

口電気・ガス・スチームの配管工事

3.口造船業 l

ロ鰻装 口溶接

ロ船舶の分解修理・解体

ロパイプ被覆・断熱作業

口電気配線工事

口溶接

口板金

4 ロ断熱工事

5.口ボイラーの製造・取付け・修繕

ロ溶鉱炉の製造・取付け・修繕

E 口ボイラーの操作

口板金作業

7.口自動車修理工場

口配管

ロブレーキ・ライニング・ウラッチ板の製造

白石綿の運搬(船員、トラッウ運転手)

口防音工事

口プレハフ(石綿板)工事

ロラス張りの仕事

口塗装 口電気配線

ロウレーン・自動車の運転

口事務員

ロボイラー製造・設備

ロ整備(パイプボイラー等)

口保温工事

口組立て

口塗 装

口大工・建具

口作業員

ロその他

ロバーナーの製造・取付け・修繕

ロスチーム・パイプの製造・取付け・修繕

口溶接作業

口耐熱(耐火)服や耐火手袋を身につけての仕事

ロガソリンス告ンド

8.口電気製品(コジデンサ ・電池・蓄電池・絶縁テ プ)の製造

日

¥ 

9 ロ塗装工場 白石けん工場 ロオイル・化学物質の精製工場

10.口ランドリー・クリーニング屋

11.ロ挨りっぽいものの運搬

ロ商船の船員

ロ lましけの船員

口挨りっぽい作業服の取り扱い

ロトラックの運転手

口港湾作業員

-22-

口鉄道員

ロクレーンの操作員



12口下水汚物・廃棄物の回収・処理・運搬

13.口蒸気機関車の修理、解体

14ロガスマスクの製造

15口宝石・貴金属の細工仕事

16日消防隊員

17 口歯科技工土

18 口電気業(発電所・変電所・電気事業所)

以上の仕事をした通算期聞を教えてください。( )年

B 被災労働者の方の家庭生活の中で、以下のようなことはありませんでしたか。(複数回答可)

ぐ 1 ロ家庭で(絶縁物・暖房炉セメン時熱材・カルミシン(天井・壁等に塗る水性塗料)・石綿製品)の修理・修繕を

したことがありますか。 〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

2.口石綿製品を家庭で使ったことがありますか。(アイロン板のカバー・耐熱手袋等〈昭和・平成 年~昭和・平成

3 口石綿工場の近くに住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口造船所の近くに住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口建材物の置場の近くに住んでいたことがありますか。 〈昭和・平成 年~昭和平成 年〉

ロブレーキ修理工場の近くに住んでいたことがありますか。 く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

口その他(造船所・石綿工場・建材物の置場・ブレーキ修理工場の近くで遊んだことがありますか。)

く昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

4 口家庭内I;J;(露(家族が石綿作業で着用した作業着・マスク等の洗濯をしたことがありますか。)

(1)口はい 〈昭和・平成 年~昭和・平成 年〉

(2)口いいえ

C 被災労働者の方は、喫煙をしていましたか。

口吸っていた 1日平均 本く喫煙期間昭和・平成 年 月~昭和・平成 年 月 〉

口吸っていなかった

-23-
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|資料⑩|

肺がんの認定に係る石綿小体、
石綿繊維の計測について

石綿肺がんの認定基準と
肺内の石綿小体の測定方法について
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クボタ旧神崎工場の石綿使用時期と中皮腫の発症時期
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クボタショック

1965 1197 
環境庁設置1971
「一一一一一一一一一一一一一
1977年から大気中
石綿の測定(環境庁)

1955 

石綿障害予防規則

の時代

安衛法、特化則、作業環境

測定法の時代

L-

|謀臨調|
本:環境庁がアスベストに注目

しはじめた時期



2006年石綿問題に対する法的対応

3.27環境省「石綿による健康被害の救済に関する法律」

いわゆる「アスベスト新法」施行

・労働者災害補償法で補償されない石綿による被災

者に医療費等を給付

9.1 厚労省「労働安全衛生法施行令」と「石綿健康障

害予防規則」を改正、

・石綿製品の製造・使用等の禁止(ジョイントシート

等の一部製品は除外)

・石綿製品:石綿1重量%を超えて含有するもの

→0.1重量%

・労災補償法の認定基準の見直し



石綿ぱく露と肺がんの関係

・中皮腫は石綿に特異的疾患であるが、原発性肺
がんは石綿以外に喫煙など多くの原因がある。
そのうち喫煙の影響が最も大きいとされている。

→喫煙と石綿の相対危険度と相乗効果

<1、5、10、50>

-わが国の肺がん死亡者数は、最近6万5000人
/年を超えており、毎年増加している。

そのうち石綿による肺がんは、約3"'4%(2000 
人"'2600人)と推定されている。→臨床的に

石綿肺がんを特定するのはかなり難しい。



肺がん患者の肺内石綿小体数〈癌研究所症例:2002年頃)

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

撞蝉理監 5000 

、理回、4000 

3000 

2000 

1000 

。

肺がん患者の肺内石綿小体数(癌研症例)

>5000 4.3% 
5000-1000 27.5% 
<1000 68.2% 

lIJ 1I111111 .l~Ullli...l 11 1.11'11，山川川1，111仙11 幽~
10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 

症例番号



石綿が肺がんの原因と見なす考え方(1) 

石綿ばく露量と肺がん発症

直線的な量一反応関係がある

*累積ばく露量が増えれば発症リスクが上がる

例えば、日本産業衛生学会(2000)の石綿の

許容濃度(評価値)の提案では、

石綿ばく露濃度(本/ml)xばく露年数(年)

=(本/mlx年)∞肺がんの発症率

とするモデルを採用。



石綿が肺がんの原因とみなす考え方(2)
・石綿による肺がん発症リスク(相対リスク)が、どの程度なら石綿

が原因と考えてよいか?

・寄与危険度割合(ある要因と健康障害との因果関係の程度を表

現する疲学指標)が、一般的に用いられている。

[ (相対リスク-1/相対リスク)]x 100 

-わが国の基準(石綿救済法、労災補償)では、次の値を採用。

相対リスク=2.0 (寄与危険度割合=1/2) 

・相対リスク2.0の場合、寄与危険度割合は(2.0-1)/2.0= 1/2と

なり、 2人のうち1人はその要因が原因とみなせる。

一般の肺がんと石綿に起因する肺がんを、医学的に区別できない

ため、肺がんの発症リスクを2倍以上に高める石綿ばく露があった

場合の肺がんを石綿に起因する肺がんとみなすことが妥当との考

え方が採用されている。



肺がん発症リスクが2倍となる石綿ぱく露量は?

ヘルシンキ・クライテリア(1997)では、肺がんの発症リスク

2倍を採用し、肺がん発症リスク2倍になる石綿ぱく露量とし

て、石綿繊維25本ImlX年を提示している。

相対リスクを2倍にする石綿ばく露量は、 Hendersonら(2005)
は、

圃石綿セメント製造業 21"'303本ImlX年

圃石綿紡織業: 24'" 132本ImlX年

・アスベスト断熱作業: 22'" 50本ImlX年

としている。幅が大きいが、最低レベルのばく露量を採れば、

各作業とも概ね 25本ImlX年付近で一致している。

したがって， 25本ImlX年は、相対リスクを2倍にする石綿ば

く露量として妥当と考えられる。



石綿健康被害救済制度(アスベスト新法)
(石綿による健康被害の救済に関する法律、 2006.3)

「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する考え
方J(2005)の骨子

-中皮腫

ほとんどが石綿に起因するので、診断が確かならば、
石綿吸入によって発症したと考えてよい。

-石綿肺がん

喫煙などさまざまな原因があり、石綿に特異的な病理組

織型はない。そのため石綿による肺がんの判定には何
らかの基準が必要。新法で、はその基準を示した。



アスベスト新法の指定疾病の追加
(2010年7月1日より)

-中皮腫

・石綿による肺がん

e石綿肺(著しい呼吸機能障害を伴う)

・びまん性胸膜肥厚(著しい呼吸機能障害を伴う)

石綿による肺がん

圃肺がんの発症リスクを2倍以上に高める石綿ばく露量が
あったと見なされる場合→石綿肺がんと判定。

圃その石綿ばく露量=25本Imlx年

圃 25本Imlx年を示す医学的所見は、次の①文は②が相
当する。



①胸部X線又は胸部CT検査において

胸膜プラークが認められ、かつ、胸部X線像にじん肺法に

よる第1型以上の肺線維化(不整形陰影)があり、胸部
CT検査においても肺線維化所見が認められる。

②肺内に石綿小体又は石綿繊維が次の何れか認められる

1 )光学顕微鏡で計測した石綿小体が乾燥肺19あたり

5000本以上

2)分析透過電子顕微鏡で計測した石綿繊維が乾燥肺19

あたり200万本(51Jm超)以上、文は500万本(11Jm超)以

上

3)気管支肺胞洗浄液(BALF)1 mlあたり石綿小体が5本
以上



石綿小体 (asbestosbody) 

・吸入された石綿繊維が鉄質蛋白(フェリチン、ヘモシデリンなど)
に被覆されて、光学顕微鏡で、観察で、きる大きさになったもの。

・石綿小体は生体防御反応の一つの結果と考えられる。

・吸入された石綿繊維の一部が石綿小体になる。

石綿小体があれば、その何十倍もの繊維が存在している。

・一般に石綿ばく露量と石綿小体数は比例関係があり、肺内の石
綿小体量が石綿ばく露の程度を示すよい指標となる。

労災や救済法で石綿肺がんの認定に用いられている。

・一方、角閃石石綿に比べて、クリソタイルは石綿小体をやや造り

難いことや、逆にアンソフィライト石綿は石綿小体を造り易いこと
も分かってきている。

・労災や救済法での石綿肺がんの認定では、そのことを考慮する
必要のあるケースも増えてきている。

→分析透過電顕CATEM)による石綿繊維の計測ヘ



肺組織切片標本中に石綿小体が検出されるレベルは?

〆石綿肺の場合、経験的に、肺組織切片1cm2あたり2本以上の
石綿小体が検出される(ヘルシンキクライテリア、 1997) 。

〆それは乾燥肺重量 1gあたり何本に相当するか?

-湿肺1gは約 1cm3 (=底面積1cm2x厚さ1cm) 

乾燥肺1g =湿肺10g→底面積1cm2の場合、厚さは10cmo

・通常の病理切片標本の体積 は、厚さ約5μmなので、

5μm/1 Ocm=5/1 00，000= 1 /20，000から、

19の乾燥肺の1/20，000に相当する。

二肺組織切片1cm2中に平均 1本の石綿小体

=今20，000本/1g (乾燥肺)

〆ただ、肺組織切片標本は定量性に劣るので、信頼性の高い
ばく露量の確認は、定量計数方法に依らなければならない。



肺内石綿小体計数用の標本作製法

圃 0.2-2g(湿重量)

・記録するデータ(1)湿重量 (g)

(2)乾重量 (g)

聞 K岡 200、60
0
C、数時間以上放置

-約3000rpmで30分間遠沈、上澄を廃棄、

蒸留水を加え撹梓

・上の操作を3回繰り返す

-メンプランフィルター(MCE;0.8又はO.4lJm孔、

直径25mmlこ吸引ろ過

圃スライドグラスにアセトン蒸気で貼付け、トリアセ

チン文はエンテランニューで透明化処理、

カバーグラスを載せる



石綿小体の計測
(光顕観察)

ろ過捕集

メンブランフィルター

石綿繊維の計測
(分析電顕観察)

スライドグラスに載せ|←ωickFix⑮→|スライドグラスに載せ
アセトン蒸気で接着~~._.- • ..-アセトン蒸気で接着

トリアセチン文はエン
テランニュー*を滴下、
カバーグラスを載せて
観察標本を作製。

低温灰化

乾燥

剥取り、反転、カーボン蒸着

i 
熱水に浮かべPVA膜を溶解

|Niメッシユで掬い観察標本とする|

*エンテランニューを用いると観察標本の長期保存ができる。



石綿小体の計数方法

.位相差顕微鏡に観察標本をセットする。

・100倍(対物レンズ10倍、 Ph1)で標本に焦点を合わせ、

試料の偏りや泡などが無いことなどを確認する。

• 400倍(対物レンズ40倍、 Ph3)1こ切り替えて石綿小体
CAB)の計数を行なう。

・顕微鏡の1視野全体を観察し、その中のABを総て計

数し、次の視野にステージを動かし連続的に観察する
(次図参照)。

・フィルター全体を観察・計数する。ABが多い場合は、

200本になった視野のAB数と視野数を記録し計数を
終えてもよい。



石綿小体濃度(AB本/1g乾燥肺)の計算

C m = N AB X 50 x 2 = 100 x N AB 一= 一 ×一一 x-==
L1LI. • w f 1 w x f 
ここで、 CAB:石綿小体濃度(本/g乾燥肺)

w:試料量(g ) 

N AB:計測石綿小体数
f : 50mlからの分取量 (ml)

計算例(中皮腫、皆O氏)

wet(g) dry(g) AB filter 分取率 AB/g(dry L) DL 

2.33990 0.24660 72 0.5 5/50 5839 81 



石綿小体計測用の気管支肺胞洗浄液(BALF)法

1. BAL(ま、標準的とされている方法*で行う。 BAL(ま、原則、中葉
舌区で行い、中葉舌区に肺がんがある場合は、無い側で行う。

2.中葉舌区を生理食塩水50mlで3回洗浄し、分割して回収。第2
分画から20mlを石綿小体(AB)計測用検体として提出する。各
分画を混和している施設では、混和液から20mlをAB計測用と
する。

3.回収したBALFは通常2層の無菌ガーゼを通すが、 AB計測用
検体は、ガーゼ、を通す前!こ分取し提出するo

4. BALF回収率が25%(38ml)以下の時は、更に50mlで4回目の
洗浄を行い、 1-3回目のBALFと混和したものを使用する。
4回の洗浄でも25%以下の場合は、 AB計測の結果が有意な個
数検出された時にのみ利用し、もし検出されなかった場合は参
考値として判定には使わない。

5. TBLB等を行う場合は、 BAL後に行う。



BALF中の石綿小体計測用標本の作製方法

回収BALFの第2分画から20mlを精秤(原則ガーゼ、を通さなし、)。

BALFを入れた遠沈管に同量の消化液(K四 200⑮)を加え60
0
Cの

乾燥器中で1-..2時間放置。

・遠沈(3000rpm、30分間)後、上澄を棄却し、沈濯に蒸留水を約

20ml加え超音波洗浄器で撹梓。

この操作を3回行い、最後の上澄を廃棄、沈澄に蒸留水を加えて

よく分散しガラスパイアル瓶に移して50mlに定容化する

定容液50mlから10ml以上を分取→検出下限値が0.25本Iml以下

.メンブランフィルターに吸引ろ過(直径25mm、孔径0.8~mまたは
0.45~m) 

・ろ過面をスライドグラス側にして、アセトン蒸気を噴霧して接着し、

エンテランニューまたは卜リアセチンを滴下、カバーグラスを載せ、
計測用の標本とする。



BALF中の石綿小体の計数と濃度計算

・位相差顕微鏡を用いてフィルター標本を隈なく観察して
ABを計数する。

• BALF1m川|当 7たこ lり~のAB濃度の計算iはま次式で

CAB=NA油B/FX MBAL圃FF 

CAS=石綿小体濃度(AB数1m!)

NAS=計数されたAB数

F = 50ml定容液からの溶液分取率

MSALF=分析に使用したBALFの量 (m!)

例えば、 20mlのBALFを50mlに定容化し、そこから10mlを分

取した場合、 F=O.2、MSALF=20mlであるので、全フィル

ターからABを1本計数した場合、 CAs=1本14ml=O.25本Iml
となる。



石綿小体計測の精度管理

-石綿小体数の計測結果は、肺がんの石綿起因性の判断
を左右する重要な医学的根拠になるため、

一定の設備を備えた機関で、十分なトレーニング(目合
わせ等)を受けた検査技師が計測することが重要。

-適正な医学的判定を行うために、(独)労働者健康福祉
機構が推薦する労災病院のほか、石綿小体計測の実績

と高い計測技能を持つ医療機関等の計測精度を確保す
る必要がある。

-このため、(独)環境再生保全機構と(独)労働者健康福

祉機構は、石綿小体計測の精度管理に関する事業を実
施してきた。



肺がんの労災請求事案の概要

平成18年2月9日~平成22年12月31日: 3987件

-給付及び認定の内訳

+労災保険給付 3276件

業務上 2745件

業務外 531件

+ヰ寺別遺族給付 771件

業務上 391件

業務外 320件

-医学的所見の内訳

石綿肺の所見

胸膜プラーク

石綿小体(肺組織)

石綿小体(BALF)

石綿繊維

1006件

1631件

102件

7件

8件

(複数の所見があっても重複計上してない)
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